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KCN-Netからのお知らせ

ご入会ありがとうございます。

本書は、KCN-Net用の設定マニュアルです。
接続を行う場合にご参照下さい接続を行う場合にご参照下さい。
■ご利用の前に

KCN-Netからの 新情報は以下に掲載されます。 KCN-Net携帯電話対応ホームページ
http://www.kcn.ne.jp/m/ホームページ

http://www.kcn.ne.jp/

QRコード

■パスワードの管理について
KCN-Netのユーザー名で、そのまま世界中のサイトやネットワークにアクセスできるため、思わぬトラブルに巻き
込まれる可能性があります。世界中からつながるインターネット上にアドレスを持っているという意識のもとに、ご
自身のパスワードはご自身で責任を持って管理されるようお願いいたします。

■KCN-Netに関する各種問い合わせ先一覧、各種情報入手方法について
１．KCN-Netのホームページ
1 1 各種問い合わせ 覧 URL htt // k j /i f /1-1.各種問い合わせ一覧 URL http://www.kcn.jp/info/

各種情報入手方法 URL http://www.kcn.jp/notice/
1-2.KCN-Ｎｅｔ会員様宛電子メール

メールによってご連絡事項をお伝えします。
■各種手続きについて

KCN-Netホームページより、下記の各種手続きができます。
・オプションサービス（メールアカウントの追加・ウィルスチェックサービスの申込等）のお申込み
・ご登録情報の変更（住所変更・口座変更）情報 （住所 ）
・ご利用プランの変更
・ご利用料金の確認

URL http://www.kcn.jp/support/
■質問先メールアドレス一覧

1.KCN-Net側の不具合に関する質問先 support@kcn.ne.jp
2.パスワードの紛失・解約、請求料金などに関する質問 info2@kcn.ne.jp
※よくある質問と回答は、FAQに掲載しておりますのでご覧ください。 http://net.kcn.ne.jp/faq/

〒630-0213 奈良県生駒市東生駒1-70-1 近鉄東生駒ビル3F
近鉄ケーブルネットワーク株式会社

TEL： 0120-333-892 24時間電話受付
0743-75-5357（月～土 9:00～17:30 日祝休）

FAX： 0743-75-2144
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KCN-Net登録ご案内の用紙を手元にご用意ください。

接続設定にあたって
本書ではダイヤルアップを用いた接続設定についてご案内します。

KCN Net登録ご案内の用紙を手元にご用意ください。
ダイヤルアップの設定、メールの設定に必要です。
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ダイヤルアップの設定
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WindowsVista ダイヤルアップの設定

1．
【スタート】ボタンをクリックし、表示されるメニューより
【接続先】を選択します【接続先】を選択します。

2．
『ネットワークに接続』の画面が表示されます。
【接続またはネットワークをセットアップします】をク
リックします。

3．
【ダイヤルアップ接続をセットアップします】をクリック
します。
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4．
【インターネットに接続します】の画面が表示されます。
次の項目を入力し、【接続(C)】をクリックします。

ダ プ ポ 電話 号

- WindowsVista ダイヤルアップの設定 -

ダイヤルアップの
電話番号(D)

KCN-Netのアクセスポイントの電話番号を
入力します。
アクセスポイントは下記の一覧をご参照くだ
さい。

ユーザー名(U) 登録案内記載のID(ユーザー名)
フレッツISDN、auパケット通信の場合、
ID(ユーザー名)に@kcn.ne.jpをつけたもの
になります。

パスワード(P) 登録案内記載のパスワード

接続名(N) わかりやすい名前を付けます。
ここでは「KCN-Net」と入力しています。

アクセスポイント 電話番号 接続

全国共通AP 0088-33-2210(アナログ/ISDN) NTT回線
ソフトバンクテレコムおとくラインソフトバンクテレコムおとくライン

生駒PIAFS/ISDN AP 0743-72-2490(PIAFS2.0/ISDN) NTTdocomo FOMA64Kデータ通信
NTTdocomo PHS

フレッツISDN 1492(局番なし)
又はNTTより通知される電話番号

NTTフレッツISDN回線

KDDI DODサービス
0077-48-2310
(アナログ/ISDN/PIAFS2.1)

NTT回線
KDDIメタルプラス
ウイルコム端末

5．

ウイルコム端末

au(Packet One64) 9999(局番なし) au cdmaOne携帯電話機

NTTドコモ DoPa 06-4966-5233 DoPa対応電話機

5．
「インターネットに接続されています」と画面に表示さ
れれば接続できています。
【閉じる(C)】をクリックします。
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6．
『ネットワークの場所の設定』の画面が表示されます。
【家庭】をクリックします。

- WindowsVista ダイヤルアップの設定 -

77．
『ユーザアカウント制御』の画面が表示されるので、
【続行】をクリックします。

88．
「ネットワーク設定が正しく設定されました」と画面に表
示されれば設定は完了です。
【閉じる(C)】をクリックします。
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1．
【スタート】ボタンをクリックし、表示されるメニューより
【コントロールパネル】を選択します。

WindowsXP ダイヤルアップの設定

【 ントロ ル ネル】を選択します。

2．
『コントロールパネル』が表示されます。
【ネットワークとインターネット接続】をクリックします。

3．
『ネットワークとインターネット接続』の画面
が表示されます。
【ネットワーク接続】をクリックします。

4．
『ネットワーク接続』の画面が表示されます。
【新しい接続を作成する】を選択します。
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5．
『所在地情報』が未入力の場合は『登録画面』が表示されます。
登録が終わっている場合は(手順8)が表示されます。

ここではお客様の所在地についての情報を入力します。

-WindowsXP ダイヤルアップの設定-

ダイヤル方法は電話をダイヤルするときに「ピポパ」と
音がするときは［トーン(Ｔ)］、「ジコジコ」と音がするときは
［パルス(Ｐ)］です。

入力したら、【OK】をクリックします。

6．
『電話とモデムのオプション』画面が表示されます。

【所在地情報】が選択されていることを確認し、
【編集(Ｅ)】をクリックし、所在地の設定(手順7)を行います。

設定が完了したら、【OK】をクリックします。

7．
『 在 集』 在 定『所在地の編集』の画面で所在地についての設定を行います。
【全般】タブが選択されていることを確認し、次の項目を設定し
ます。
【所在地(Ｎ)】・・・ダイヤルアップ接続を行う場所名
【国/地域(Ｒ)】・・・日本(海外から接続する場合はその国名)
【市外局番(Ｃ)】・・・所在地の市外局番
設定が終了したら、【OK】をクリックします。

8．
『新しい接続ウィザード』が開始されます。

【次へ(Ｎ)】をクリックします。
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9．
『ネットワークの接続の種類』が表示されます。
【インターネットに接続する(Ｃ)】を選択します。
【次へ(Ｎ)】をクリックします。

-WindowsXP ダイヤルアップの設定-

10．
『準備』が表示されます。
【接続を手動でセットアップする(M)】を選択します。
【次へ(Ｎ)】をクリックします。【 】

11．
『インターネット接続』が表示されます。
【ダイヤルアップモデムを使用して接続する(D)】を
選択します。
【次 ( )】をクリ ク ます【次へ(Ｎ)】をクリックします。

12．
『接続名』が表示されます。
【ISP名(Ａ)】の欄にわかりやすい名前を付けます。
ここでは「KCN-Net」と入力しています。
入力したら、【次へ(Ｎ)】をクリックします。入力したら、【次 (Ｎ)】をクリックします。
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13．
『ダイヤルする電話番号』が表示されます。
KCN-Netのアクセスポイントの電話番号を入力します。
アクセスポイントは下記の一覧をご参照ください。

【次へ(Ｎ)】をクリックします。

-WindowsXP ダイヤルアップの設定-

アクセスポイント 電話番号 接続アク ポイント 電話番号 接続

全国共通AP 0088-33-2210(アナログ/ISDN) NTT回線
ソフトバンクテレコムおとくライン

生駒PIAFS/ISDN AP 0743-72-2490(PIAFS2.0/ISDN) NTTdocomo FOMA64Kデータ通信
NTTdocomo PHS

フレッツISDN 1492(局番なし)
又はNTTより通知される電話番号

NTTフレッツISDN回線

KDDI DODサービス
0077-48-2310
(アナログ/ISDN/PIAFS2.1)

NTT回線
KDDIメタルプラス
ウイルコム端末

au(Packet One64) 9999(局番なし) au cdmaOne携帯電話機

NTTドコモ DoPa 06-4966-5233 DoPa対応電話機

14．
『インターネットアカウント情報』が表示されますので以下の
内容を入力します。
【ユーザー名(Ｕ)】・・・登録案内記載のID(ユーザー名)
フレッツISDN、auパケット通信の場合、ID(ユーザー名)に
@kcn.ne.jpをつけたものになります。
【パスワード(Ｐ)】・・・登録案内記載のパスワード
【パスワードの確認入力(Ｃ)】・・・パスワード欄と同じもの

画面中の
【このコンピュータからインターネットに接続するときは、
だれでもこのアカウント名およびパスワードを使用する(Ｓ)】
【この接続を規定のインターネット接続とする(Ｍ)】
【この接続のインターネット接続ファイアウオールを
オンにする(Ｔ)】オンにする(Ｔ)】
はチェックしたままでかまいません。

15．
『新しい接続ウィザードの完了』が表示されます。
【完了】をクリックします。
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-WindowsXP ダイヤルアップの設定-

16．
『KCN-Netへ接続』の画面が表示されます。
【プロパティ(Ｏ)】をクリックします。

17．
『KCN-Netプロパティ』の画面が表示されます。
【全般】タブを選択します。
【構成(O)】をクリックします。

18．
『モデムの構成』の画面が表示されます。
【 高速度(bps)(Ｍ)】の値が使用しているモデムより少
し大きいものになっていることを確認してください。
確認、変更が終わったら、【OK】をクリックします。

1919．
『KCN-Netプロパティ』画面に戻ります。
【オプション】タブをクリックします。
【ダイヤルオプション】や【リダイヤルオプション】は元々
の設定でかまいませんが、お好みに応じて設定変更し
てください。
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-WindowsXP ダイヤルアップの設定-

20．
【セキュリティ】タブをクリックします。
『セキュリティ』の画面では特に変更する必要はありません。
お好みに応じて、設定変更してください。好 、設 。

21．
【ネットワーク】タブをクリックします。
【呼び出すダイヤルアップサーバーの種類(Ｅ)】で、
「PPP:Windows95/98/NT4/2000,Internet」
が選ばれていることを確認します。が選ばれていることを確認します。
(選ばれていなければ、選択し直します。)
【設定(Ｓ)】をクリックします。

2222．
【ソフトウエアによる圧縮を行う(Ｎ)】のみに
チェックが入った状態にします。
【OK】をクリックします。

23．
【ネットワーク】タブをクリックします。

【インターネットプロトコル(TCP/IP)】を選択した
状態で【プロパティ(R)】をクリックします。
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-WindowsXP ダイヤルアップの設定-

24．
『インターネットプロトコル(TCP/IP)のプロパティ』が表示『インターネットプロトコル(TCP/IP)のプロパティ』が表示
されます。
【IPアドレスを自動的に取得する(O)】にチェックを入れます。
次に【DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する(B)】に
チェックを入れます。
入力したら【OK】をクリックします。

25．
【詳細設定】タブをクリックします。
『詳細設定』画面でも特に設定を変える必要はありません。
確認がすべて終了したら【OK】をクリックします。

26．
『KCN-Netへ接続』の画面に戻ります。
【×】マークをクリックして終了します。
以上で設定は終了です。
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1．
デスクトップ上の【マイネットワーク】のアイコンを右クリックし、
表示されるメニューより【プロパティ(Ｒ)】を選択します。

Windows2000 ダイヤルアップの設定

表示されるメ ュ より【プロ ティ(Ｒ)】を選択します。

2．
『ネットワークとダイヤルアップ接続』の画面が表示され
ます。
【新しい接続の作成】のアイコンをダブルクリックします。

3．
『ネットワークの設定ウィザードの開始』の画面が表示
されます。
【次へ(Ｎ)】をクリックします。

4．
『ネットワーク接続の種類』の画面が表示されます。
【インターネットにダイヤルアップ接続する(Ｄ)】を
選択します。
【次へ(Ｎ)】をクリックします。
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-Windows2000 ダイヤルアップの設定-

5．
【インターネット接続を手動で設定するか、または
ローカルエリアネットワーク(ＬＡＮ)を使って接続し
ます(Ｍ)】を選択します。
【次へ(Ｎ)】をクリックします。

6．
『インターネット接続の設定』の画面が表示されます。
【電話回線とモデムを使ってインターネットに接続しま
す(Ｐ)】を選択します。
【次へ(Ｎ)】をクリックします。

77．
『ステップ1：インターネットアカウントの接続情報』の画面
が表示されます。
KCN-Netのアクセスポイントの電話番号を入力します。
アクセスポイントは下記の一覧をご参照ください。

【詳細設定(Ｖ)】をクリックします。

アクセスポイント 電話番号 接続

全国共通AP 0088-33-2210(アナログ/ISDN) NTT回線
ソフトバンクテレコムおとくライン

生駒PIAFS/ISDN AP 0743-72-2490(PIAFS2.0/ISDN) NTTdocomo FOMA64Kデータ通信
NTTdocomo PHS

フレッツISDN 1492(局番なし)
又はNTTより通知される電話番号

NTTフレッツISDN回線

KDDI DODサービス
0077-48-2310
(アナログ/ISDN/PIAFS2.1)

NTT回線
KDDIメタルプラス
ウイルコム端末

au(Packet One64) 9999(局番なし) au cdmaOne携帯電話機

NTTドコモ DoPa 06-4966-5233 DoPa対応電話機
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-Windows2000 ダイヤルアップの設定-

8．
『詳細接続のプロパティ』の画面が表示されます。
【アドレス】タブを選択します。
IPアドレスでは、
【インターネットサービスプロバイダによる自動割り当て(Ｐ)】
ISPによるDNS(ドメインネームサービス)アドレスの自動割り当ISPによるDNS(ドメインネームサービス)アドレスの自動割り当
てでは、
【ISPによるDNS(ドメインネームサービス)アドレスの自動割り
当て(Ｕ)】
を選択し、【OK】をクリックします。

9．
再び『ステップ1：インターネットアカウントの接続情報』
の画面が表示されます。
【次へ(Ｎ)】をクリックします。

10．
『ステップ２：インターネットアカウントのログオン情報』
の画面が表示されます。
次の項目を入力します。
【ユーザー名(U)】・・・登録案内記載のID(ユーザー名)
フレッツISDN、 auパケット通信の場合、ID(ユーザー名)
に@k j をつけたものになりますに@kcn.ne.jpをつけたものになります。
【パスワード(P)】・・・登録案内記載のパスワード
【次へ(N)】をクリックします。

11．
『ステップ３：コンピュータの設定』の画面が表示され
ます。
【接続名(C)】にわかりやすい名前を入力します。
ここではKCN-Netと入力しています。
【次へ(N)】をクリックします。
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-Windows2000 ダイヤルアップの設定-

12．
『インターネットメールアカウントのセットアップ』の
画面が表示されます。
【いいえ(O)】を選択します。
【次へ(N)】をクリ クします【次へ(N)】をクリックします。

13．
『インターネット接続ウィザードを終了します』の画面が
表示されます。
【今すぐインターネットに接続するにはここを選び
［完了]をクリックしてください(Ｔ)】のチェックを外します。
【完了】をクリックしてください。

1414．
『ネットワークとダイヤルアップ接続』の画面でこれまで
の操作で作成したダイヤルアップ設定のアイコン(ここで
はKCN-Net)を右クリックし、表示されるメニューから【プ
ロパティ(Ｒ)】を選択します。

15．
『プロパティ』の画面が表示されます『プロパティ』の画面が表示されます。
【全般】タブを選択し、 【構成(Ｏ)】をクリックします。
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-Windows2000 ダイヤルアップの設定-

16．
『モデムの構成』の画面が表示されます。
【 高速度(ｂｐｓ)(Ｍ)】の値が使用しているモデムより【 高速度(ｂｐｓ)(Ｍ)】の値が使用しているモデムより
少し大きいものになっている事を確認してください。
確認、変更が終わったら【OK】をクリックします。

17．
『プロパティ』の画面に戻りますので、【ネットワーク】タ
ブを選択しますブを選択します。
【呼び出すダイヤルアップサーバーの種類(Ｅ)】で、
「PPP:Windows95/98/NT4/2000、Internet」
が選ばれていることを確認します。
(選ばれていなければ、選択し直します。)
【設定(Ｓ)】をクリックします。

18．
『ソフトウェアによる圧縮を行う(Ｎ)』のみにチェックが
入った状態にします。
【OK】をクリックします【OK】をクリックします。

19．
『プロパティ』の画面に戻ります。
【OK】をクリックします。【OK】をクリックします。

以上で設定は終了です。
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1．
デ ト プ上 【 ピ 】を

WindowsMe ダイヤルアップの設定
セットアップウィザードを使用せずにダイヤルアップネットワークの設定を作成する手順です。

デスクトップ上の【マイコンピュータ】を
ダブルクリックします。

2．
【コントロ－ルパネル】をダブルクリックします。

3．
【ダイヤルアップネットワーク】をダブルクリックします。

44．
【新しい接続】をダブルクリックします。

5．
『新しい接続』の画面が表示されます。
【接続名(Ｔ)】 の欄には、｢KCN-Net｣と入力 します。
(お好きな名前でも構いません )(お好きな名前でも構いません。) 
【モデムの選択(Ｄ)】 の欄は、お使いのモデムが
選択されているか確認 します。
【次へ(Ｎ)】をクリックします。
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6．
KCN-Netのアクセスポイントの電話番号を入力します。
アクセスポイントは下記の一覧をご参照ください。
【次へ(Ｎ)】をクリックします。

-WindowsMe ダイヤルアップの設定-

ポ 話番 接続アクセスポイント 電話番号 接続

全国共通AP 0088-33-2210(アナログ/ISDN) NTT回線
ソフトバンクテレコムおとくライン

生駒PIAFS/ISDN AP 0743-72-2490(PIAFS2.0/ISDN) NTTdocomo FOMA64Kデータ通信
NTTdocomo PHS

フレッツISDN 1492(局番なし)
又はNTTより通知される電話番号

NTTフレッツISDN回線

KDDI DODサービス
0077-48-2310
(アナログ/ISDN/PIAFS2.1)

NTT回線
KDDIメタルプラス
ウイルコム端末

au(Packet One64) 9999(局番なし) au cdmaOne携帯電話機

NTTドコモ DoPa 06-4966-5233 DoPa対応電話機

7．
『新しいダイヤルアップ ネットワーク接続が次の名前
で作成されました。』の画面が表示されます。

【完了】ボタンをクリックします。

8．
『ダイヤルアップ ネットワーク』の中に【KCN-Net】の
アイコンが作成されています。

【KCN-Net】アイコンを右クリックし、表示されたメニュー
から【プロパティ(Ｒ)】を選択します。
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-WindowsMe ダイヤルアップの設定-

9．
【全般】タブを選択します。
入力した市外局番 電話番号 国番号が正し か入力した市外局番、電話番号、国番号が正しいか
確認します。
【市外局番とダイヤルのプロパティを使う(Ｓ)】 に
チェックします。
【接続方法(Ｎ)】欄には、ご使用のモデムやTAが表示
されているか確認します。

10．
【ネットワーク】タブを選択します。
【ダイヤルアップサーバーの種類(S)】は「PPP:インター
ネット、Windows 2000/NT、Windows Me」を選択します。
【詳細オプション】の欄は、【ソフトウェア圧縮をする(Ｃ)】
のみチェックします。
【使用できるネットワーク プロトコル】の欄は、
通常【 / ( )】 みチ クします通常【TCP/IP(Ｔ)】 のみチェックします。
【TCP/IP 設定(Ｐ)】ボタンをクリックします。

11．
【サーバーが割り当てた IPアドレス(Ｓ)】を選択します。
【サーバーが割り当てたネームサーバーアドレス(Ｅ)】を
選択します。
設定したら、【OK】ボタンをクリックします。

21



-WindowsMe ダイヤルアップの設定-

1212．
【セキュリティ】タブを選択します。
次の項目を設定します。
【ユーザー名(U)】：登録ご案内記載のユーザーID
【パスワード(P)】：登録ご案内記載の初期パスワード
フレッツISDN、auパケット通信の場合、ID(ユーザー名)に
@kcn.ne.jpをつけたものになります。

13．
【ダイヤル】タブを選択します。
【既定のインターネット接続(Ｄ)】の欄にチェックを入れ、
【通常の接続でダイヤルする(Ｏ)】をチェックします。
【リダイヤルの設定】や【アイドル時の切断(Ｅ)】欄は、
お好みに応じて設定してください。
【OK】ボタンをクリックします。

14．
『ダイヤルアップ ネットワーク』の画面に戻ります。
設定したKCN-Netのアイコンの右上にチェック

ク( )が いていることを確認してくださいマーク( )がついていることを確認してください。

※チェックマークがついているものが、ブラウザなどを
起動した時に呼び出される設定になります。

以上で設定は終了です。
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1．
デスクトップ上の【マイコンピュータ】をダブルクリックします。

Windows98se ダイヤルアップの設定
セットアップウィザードを使用せずにダイヤルアップネットワークの設定を作成する手順です。

デスクトップ上の【 イ ンピュ タ】をダブルクリックします。

2．
【ダイヤルアップネットワーク】をダブルクリックします。

3．
【新しい接続】をダブルクリックします。
(すでにダイヤルアップの設定がある場合。ない場合は
項目4の画面が表示されます。)

44．
『ダイヤルアップネットワークへようこそ』の画面が表示さ
れます。
【次へ(N)】をクリックします。

5．
『接続名(T)』 の欄には、｢KCN-Net｣と入力 します(お
好きな名前でも構いません)。
【モデムの選択(D)】 の欄は、お使いのモデムが選択さ
れているか確認 します。
【次へ(N)】をクリックします。
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-Windows98 ダイヤルアップの設定-

6．
KCN-Netのアクセスポイントの電話番号を入力します。
アクセスポイントは下記の一覧をご参照ください。
【次へ(Ｎ)】をクリックします。

アクセスポイント 電話番号 接続

全国共通AP 0088-33-2210(アナログ/ISDN) NTT回線
ソフトバンクテレコムおとくライン

生駒PIAFS/ISDN AP 0743-72-2490(PIAFS2.0/ISDN) NTTdocomo FOMA64Kデータ通信
NTTdocomo PHS

フレッツISDN 1492(局番なし)
又はNTTより通知される電話番号

NTTフレッツISDN回線
又は より通知される電話番号

KDDI DODサービス
0077-48-2310
(アナログ/ISDN/PIAFS2.1)

NTT回線
KDDIメタルプラス
ウイルコム端末

au(Packet One64) 9999(局番なし) au cdmaOne携帯電話機

NTTドコモ DoPa 06-4966-5233 DoPa対応電話機

7．
『新しいダイヤルアップ ネットワーク接続が次の名前で
作成されました。』の画面が表示されます。
【完了】ボタンをクリックします。

8．
『ダイヤルアップ ネットワーク』の中に【KCN-Net】のア
イコンが作成されてます。
【KCN-Net】アイコンを右クリックし、表示されたメ
ニューから【プロパティ(R)】を選択します。
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-Windows98 ダイヤルアップの設定-

9．
表示される画面で【全般】タブを選択します。
入力した市外局番、電話番号、国番号が正しいか
確認します。
【市外局番とダイヤルのプロパティを使う(S)】 にチェッ【市外局番とダイヤルのプロパティを使う(S)】 にチェッ
クします。
【接続方法(N)】欄に、 ご使用のモデムやTAが表示さ
れていれか確認します。

1010．
【サーバーの種類】タブを選択します。
【ダイヤルアップサーバーの種類(S)】は、【PPP:イン
ターネット、WindowsNT、Windows98】、
【詳細オプション】の欄は、【ネットワークへのログオン
(L)】、【ソフトウェア圧縮をする(C)】 チェックします。
【使用できるネットワーク プロトコル】の欄は、通常
【TCP/IP(T)】 のみチェックします【TCP/IP(T)】 のみチェックします。
【TCP/IP 設定(P)】ボタンをクリックします。

11．
【サーバーが割り当てた IPアドレス(S)】を選択します。
【サーバーが割り当てたネームサーバーアドレス(E)】を
選択します。
【IPヘッダー圧縮を使う(C)】、【リモートネットワークでデ
フォルトのゲートウェイを使う(G)】のチェックは入れたま
まにしますまにします。
設定したら、【OK】ボタンをクリックします。
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-Windows98 ダイヤルアップの設定-

12．
元の画面にもどりますので、【OK】をクリックします。

13．
『ダイヤルアップネットワーク』の画面に戻ります。
作成した接続設定のアイコン(ここでは「KCN-Net」)
をダブルクリックしますをダブルクリックします。

14．
『接続』の画面が表示されます。
次の項目を確認、設定します。
【ユーザー名(U)】：登録ご案内記載のユーザーID
フレッツISDN、auパケット通信の場合、ID(ユーザー
名)に@kcn.ne.jpをつけたものになります。名)に@ c e jpを けたものになります。
【パスワード(P)】：登録ご案内記載の初期パスワード
【電話番号(N)】：設定したアクセスポイントの電話番号
【発信元（F)】：「あたらしい場所」等
設定後、【接続】をクリックするとダイヤルアップで接続
できます。
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Mac OS 10.4 ダイヤルアップ接続 設定方法

1．
メニューバーのアップルメニューから【システム環境設定...】
を選択します。
または、Dockの【システム環境設定】をクリックします。

2．
『システム環境設定』の画面が表示されます。

【ネットワーク】を選択します。

3．
『ネットワーク』の画面が表示されます。

【内蔵モデム】を選択し、【設定...】をクリックします。
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-Mac OS 10.4 ダイヤルアップ接続 設定方法-

4．
【表示】が「内蔵モデム」になっていることを確認し、【PPP】タ
ブを選択します。
次の項目を設定します。
【サービスプロバイダ】・・・KCN-Net（任意の名前でも構いません）
【アカウント名】・・・登録ご案内記載のユーザーID
フレッツISDN、auパケット通信の場合、ユーザ名に@kcn.ne.jpをつけ
たものになります。
【パスワード】・・・登録後案内記載の初期パスワード
【電話番号】・・・アクセスポイントの電話番号（下記一覧を参照）
【パスワードを保存する】・・・通常チェックする

アクセスポイント 電話番号 接続

全国共通AP 0088-33-2210(アナログ/ISDN) NTT回線
ソフトバンクテレコムおとくライン

生駒PIAFS/ISDN AP 0743-72-2490(PIAFS2.0/ISDN) NTTdocomo FOMA64Kデータ通信
NTTdocomo PHS

フレッツISDN 1492(局番なし)
又はNTTより通知される電話番号

NTTフレッツISDN回線

KDDI DODサービス
0077-48-2310
(アナログ/ISDN/PIAFS2.1)

NTT回線
KDDIメタルプラス
ウイルコム端末

au(Packet One64) 9999(局番なし) au cdmaOne携帯電話機

NTTドコモ DoPa 06-4966-5233 DoPa対応電話機

5．
【TCP/IP】のタブを選択します。

次の項目を設定します。

【IPv4の設定】・・・PPPを使用

6．
【プロキシ】のタブを選択します。

通常は未設定の状態で構いません。
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7．
【モデム】のタブを選択します

-Mac OS 10.4 ダイヤルアップ接続 設定方法-

【モデム】のタブを選択します。

次の項目を設定します。

【モデム】・・・お使いのモデム・TA等を選択
例：Apple Internal 56K Modem(v.92)
【モデム内蔵のエラー訂正と圧縮を使用】・・・チェックする
【電話をかける前に発信音を確認】・・・通常チェックする
【ダイヤル】・・・電話をダイヤルするときに「ピポパ」と音がする
ときは「トーン」、「ジコジコ」と音がするときは「パルス」を選択ときは ト ン」、 ジ ジ 」と音がするときは パルス」を選択
【スピーカ】・・・通常「入」を選択

設定しましたら、【今すぐ適用】をクリックし、左上の
●（クローズボタン）をクリックして画面を閉じます。
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Mac OS 10.4 ダイヤルアップ接続 接続方法

1．
メニューバーのアップルメニューから【システム環境設定...】
を選択しますを選択します。
または、Dockの【システム環境設定】をクリックします。

2．2．
『システム環境設定』の画面が表示されます。

【ネットワーク】を選択します。

3．
『ネットワーク』の画面が表示されます。

【内蔵モデム】を選択し、【接続...】をクリックします。
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4．
『内蔵モデム』の画面が表示されます。
【設定】で設定したダイヤルアップ名(右図では

)が選択され る とを確信し 【接続】を

-Mac OS 10.4 ダイヤルアップ接続 接続方法-

KCN-Net)が選択されていることを確信し、【接続】を
クリックします。 0088‐33‐2210

5．
【状況】に「～に接続中」と表示されていれば接続成
功です。
接続をやめる場合は、【接続解除】をクリックします。

※次回からは、ブラウザ起動時やメールソフトの送
受信時等に自動的に接続されます。
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Mac OS X Internet Connect 1.3 設定方法

1．
メニューバーのアップルメニューから【システム環境設
定...】を選択します。
または、Dockの【システム環境設定】をクリックします。

2．
『システム環境設定』の画面が表示されます。
【ネットワーク】を選択します。

3．
『ネットワーク』の画面が表示されます。
【内蔵モデム】を選択し、【設定...】をクリックします。
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-Mac OS X Internet Connect 1.3 設定方法-

4．
【PPP】タブを選択します。次の項目を設定します。
【サービスプロバイダ】・・・KCN-Net(任意の名前でも構いません)
【アカウント名】・・・登録ご案内記載のユーザーID
フレッツISDN、 auパケット通信の場合、ユーザ名に@kcn.ne.jpをッ 、 ケッ 通信 場合、 ザ名 jpを
つけたものになります。
【パスワード】・・・登録ご案内記載の初期パスワード
【電話番号】・・・アクセスポイントの電話番号（下記一覧を参照）
【パスワードを保存する】・・・通常チェックする

アクセスポイント 電話番号 接続

全国共通AP 0088-33-2210(アナログ/ISDN) NTT回線
ソフトバンクテレコムおとくライン

生駒PIAFS/ISDN AP 0743-72-2490(PIAFS2.0/ISDN) NTTdocomo FOMA64Kデータ通信
NTTdocomo PHS

フレッツISDN 1492(局番なし)
又はNTTより通知される電話番号

NTTフレッツISDN回線

5

フレッツISDN
又はNTTより通知される電話番号

NTTフレッツISDN回線

KDDI DODサービス
0077-48-2310
(アナログ/ISDN/PIAFS2.1)

NTT回線
KDDIメタルプラス
ウイルコム端末

au(Packet One64) 9999(局番なし) au cdmaOne携帯電話機

NTTドコモ DoPa 06-4966-5233 DoPa対応電話機

5．
【TCP/IP】タブを選択します。次の項目を設定します。
【IPv4を設定】・・・PPPを使用

66．
【プロキシ】タブを選択します。
通常は未設定の状態で構いません。
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7．
【モデム】タブを選択します。
次の項目を選択します。
【 デ 】 使 デ 等 択

-Mac OS X Internet Connect 1.3 設定方法-

【モデム】・・・お使いのモデム・TA等を選択
例：Apple Internal 56K Modem (v.90)
【モデム内蔵のエラー訂正と圧縮を使用する】

・・・チェックする
【電話をかける前に発信音を確認する】

・・・通常チェックする
【ダイヤル】・・・電話をダイヤルするときに「ピポパ」と音が
するときは【トーン】 「ジコジコ」と音がするときは【パルス】するときは【ト ン】、「ジコジコ」と音がするときは【パルス】
を選択
【スピーカ】・・・通常「入」を選択
設定しましたら、【今すぐ適用】をクリックします。
左上の●(クローズボタン)をクリックして画面を閉じます。
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1．
メニューバーのアップルメニューから【システム環境設
定...】を選択します。

【 境 定】

Mac OS X Internet Connect 1.3 接続方法

または、Dockの【システム環境設定】をクリックします。

2．2．
『システム環境設定』の画面が表示されます。
【ネットワーク】を選択します。

3．
『ネットワーク』の画面が表示されます。
【内蔵モデム】を選択し、【接続...】をクリックします。
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-Mac OS X Internet Connect 1.3 接続方法-

4．
『内蔵モデム』の画面が表示されます。
【設定】で設定したダイヤルアップ名(右図では
KCN-Net(主電話番号))が選択されていることを確
信し、【接続】をクリックします。信し、【接続】をクリックします。

5．
【状況】に「～に接続中」と表示されていれば接続成
功です。
接続をやめる場合は、【接続解除】をクリックします。

※次回からは、ブラウザ起動時やメールソフトの送
受信時等に自動的に接続されます。
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Mac OS X Internet Connect 1.2の設定方法

1．
メニューバーのアップルメニューから【システム環境設
定...】を選択します。定...】を選択します。
または、Dockの【システム環境設定】をクリックします。

2．
『システム環境設定』の画面が表示されます。
【ネットワーク】を選択します。

3．
『ネットワーク』の画面が表示されます。
【場所:】から【新しい場所...】を選択します。
(設定を確認する場合は、確認したい設定の名前を
選択します。) 

4．
【新しい場所の名前:】に「KCN-Net」と入力します。
(任意の名前でも構いません。 )
【OK】をクリックします。
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5．
『ネットワーク』の画面に戻ります。
以下の項目を設定します。
【場所:】・・・「KCN-Net」を選択
【表示:】・・・ 「内蔵モデム」を選択

-Mac OS X Internet Connect 1.2の設定方法-

【表 】 蔵 」

【TCP/IP】タブを選択します。
【設定:】 ・・・「PPP を使用」を選択
【DNSサーバ (オプション)】 ・・・空にします
【検索ドメイン (オプション)】・・・空にします

6．
【PPP】タブを選択します。
【サービスプロバイダ:】・・・任意の名前で構いません

(例：KCN-Net)(例：KCN Net)。
【アカウント名:】 ・・・登録ご案内記載のID(ユーザ名)を入力
フレッツISDN、 auパケット通信の場合、ID(ユーザー名)に

@kcn.ne.jpをつけたものになります。
【パスワード:】 ・・・登録ご案内記載の初期パスワードを入力
【電話番号:】 ・・・アクセスポイントの電話番号を入力

（下記一覧を参照）
【パスワードを保存する】・・・通常チェックする

アクセスポイント 電話番号 接続

全国共通AP 0088-33-2210(アナログ/ISDN) NTT回線
ソフトバンクテレコムおとくライン

生駒PIAFS/ISDN AP 0743-72-2490(PIAFS2.0/ISDN) NTTdocomo FOMA64Kデータ通信
NTTdocomo PHS

フレッツISDN 1492(局番なし)
又はNTTより通知される電話番号

NTTフレッツISDN回線

7

又はNTTより通知される電話番号

KDDI DODサービス
0077-48-2310
(アナログ/ISDN/PIAFS2.1)

NTT回線
KDDIメタルプラス
ウイルコム端末

au(Packet One64) 9999(局番なし) au cdmaOne携帯電話機

NTTドコモ DoPa 06-4966-5233 DoPa対応電話機

7．
【プロキシ】のタブを選択します。
通常は未設定の状態で構いません。

38



8．
【モデム】タブを選択します。
【モデム:】・・・お使いのモデム・TA等を選択

例) Apple Internal 56K Modem (v.90) 
【 デ 内 縮 使 】

-Mac OS X Internet Connect 1.2の設定方法-

【モデム内蔵のエラー訂正と圧縮を使用する】・・・チェッ
クする
【電話をかける前に発信音を確認する】・・・通常チェック
する
【ダイアル:】・・・電話をダイヤルするときに「ピポパ」と音が
するときは【トーン】、「ジコジコ」と音がするときは【パルス】
を選択
【スピーカ:】・・・「入」を選択【スピ カ:】 「入」を選択
設定しましたら、左上のクローズボタン(赤丸)をクリックし
ます。

99．
『設定の変更点を保存しますか?』という画面が表示され
ます。
【適用】ボタンをクリックします。
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Mac OS 9.x以前 リモートアクセスを用いた設定
リモートアクセスを用いた設定は、TCP/IPの設定･モデムの設定を行った後行います。
以下の手順でお進みください。

1．
「アップルメニュー」より 「コントロールパネル」「アップルメニュ 」より、「コントロ ルパネル」
の中から「TCP/IP」を開きます。(右図)
【経由先】から「PPP」を選択し、【設定方法】から
「ＰＰＰサーバーを参照」 を選択します。

【ネームサーバアドレス】、【検索ドメイン名】は
空のままにしておきます。

上記の通り設定されましたら、プルダウンメニュー
から「ファイル」→「終了」とすすみ設定を保存後、
終了します。

2．
モデムの設定
【経由先】は、ご利用のモデム等を接続しているポートを
選択します。
【設定】欄の【モデム】から、ご利用のモデム(またはＴＡ)
を選択しますを選択します。
【スピーカ】は、【入】をチェックします。
【ダイアル】は、ご利用の回線がプッシュ回線なら

【トーン】を、ダイアル回線なら【パルス】をチェックします。

＊【モデム】欄にご利用のモデムが表示されない場合は、
「システムフォルダ」→「機能拡張」

→「Modem Ｓｃｒｉｐｔｓ」の中にお使いのモデムのＣＣＬ
フ イルが必要です モデムの説明書ファイルが必要です。モデムの説明書

にしたがって追加してください。
設定終了後、モデムウィンドウを閉じます。
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-Mac OS 9.x以前 リモートアクセスを用いた設定-

3．
リモートアクセスの設定
「アップルメニュー」より「コントロールパネル」→
「リモートアクセス」と進みます。

【登録利用者】をチェックし、
【名前】・・・登録ご案内記載のユーザーID
フレッツISDN、のauパケット通信場合、ID(ユーザー名)に

@kcn.ne.jpをつけたものになります。【パスワード】・・・登録
ご案内記載の初期パスワード
を入力します。どちらも半角小文字で入力します。
【電話番号】欄は、アクセスポイントの電話番号を入力

（下記一覧を参照）
【オプション】ボタンをクリックします

0088-33-2210

【オプション】ボタンをクリックします。

アクセスポイント 電話番号 接続

全国共通AP 0088-33-2210(アナログ/ISDN) NTT回線
ソフトバンクテレコムおとくライン

生駒PIAFS/ISDN AP 0743-72-2490(PIAFS2.0/ISDN) NTTdocomo FOMA64Kデータ通信
NTTdocomo PHS

フレッツISDN 1492(局番なし)
又はNTTより通知される電話番号

NTTフレッツISDN回線

KDDI DODサービス
0077-48-2310
(アナログ/ISDN/PIAFS2.1)

NTT回線
KDDIメタルプラス
ウイルコム端末

au(Packet One64) 9999(局番なし) au cdmaOne携帯電話機

NTTドコモ DoPa 06-4966-5233 DoPa対応電話機

4．
【再ダイアル】タブ内はお好みに合わせて設定します。

5．
【接続】タブをクリックします。
【詳しい情報も記録する】は、通常チェックしません。
【接続したら“リモートアクセス状況”を実行する】、
【接続を通知する】設定は、お好みで設定します。
【操作しないまま○○分間が過ぎたら接続を切る】は
設定されることをお勧めします。
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6

-Mac OS 9.x以前 リモートアクセスを用いた設定-

6．
【プロトコル】タブをクリックします。
【使用プロトコル】は「PPP」を選択します。
【TCP/IP利用アプリケーション起動時に自動接続する】は
チェックする事をお勧めします。
ブラウザやメールソフトを起動すると、自動的にダイヤル
してくれます。
【モデム内蔵の誤り訂正と圧縮を使う】は、チェックします。【 デム内蔵の誤り訂正と圧縮を使う】は、チ ックします。
【TCPヘッダ圧縮を使う】は、チェックします。
【コマンド入力が必要なホストに接続する】は、チェックし
ません。

【ＯＫ】ボタンをクリックします。
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1．
接続方法

Mac OS 9.x以前 リモートアクセスを用いた接続

接続方法
「アップルメニュー」から「コントロールパネル」→「リモート
アクセス」と開きます。
【接続】ボタンをクリックすると、接続動作を開始します。

0088-33-2210

2．
右図のように、【状況】欄に接続速度や接続時間が
表示されれば、接続成功です。
接続をやめる場合は、【接続を切る】ボタンをクリック
します。

＊次回からは、ブラウザ起動時やメールソフトの
送受信時等に自動的に接続されます。 0088-33-2210
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Mac OS 9.x以前 インターネット接続アシスタントの方法

1．
インターネット接続アシスタントを起動します。
『イ タ ネ トアクセ 』 画面が表示されます『インターネットアクセス』の画面が表示されます。
【はい】をクリックします。

2．
『インターネットのアカウントをすでのおもちです
か？』では、【はい】をクリックします。

3．
『はじめに』の画面が表示されます。
右下の矢印をクリックします。

4．
『設定の名前と接続タイプの設定』の画面が表示されます。
この設定に名前を付けてください。
ここでは「KCN」と入力しています。
右下の右方向矢印をクリックします。
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5．
『モデム設定』の画面が表示されます。
右端の矢印でお使いのモデムを選んでください。
【どのポートにモデムを接続していますか?】のところで、
内蔵モデムの場合は空欄にしてください

-Mac OS 9.x以前 インターネット接続アシスタントの方法-

内蔵モデムの場合は空欄にしてください。
電話をダイヤルするときに「ピポパ」と音がするときは
【トーン】、「ジコジコ」と音がするときは【パルス】を選択
します。
右下の右方向矢印をクリックします。

6．
『ISP情報』の画面が表示されます。
上段にはお近くのKCN-Netのアクセスポイントの電話番号
を入力します。（下記一覧を参照）

中段の使用する利用者名を入力するところでは、あなたの
ID(ユーザー名)を半角小文字で入力してください。
フレ ツISDN パケ ト通信の場合 ID( ザ 名)に

0088-33-2210

フレッツISDN、 auパケット通信の場合、ID(ユーザー名)に
@kcn.ne.jpをつけたものになります。
下段のパスワードは半角小文字で入力してください。
右下の右方向矢印をクリックします。

Ｙ

アクセスポイント 電話番号 接続

全国共通AP 0088-33-2210(アナログ/ISDN) NTT回線
ソフトバンクテレコムおとくライン

生駒PIAFS/ISDN AP 0743-72-2490(PIAFS2.0/ISDN) NTTdocomo FOMA64Kデータ通信
NTTdocomo PHS

フレッツISDN 1492(局番なし)
又はNTTより通知される電話番号

NTTフレッツISDN回線

7

KDDI DODサービス
0077-48-2310
(アナログ/ISDN/PIAFS2.1)

NTT回線
KDDIメタルプラス
ウイルコム端末

au(Packet One64) 9999(局番なし) au cdmaOne携帯電話機

NTTドコモ DoPa 06-4966-5233 DoPa対応電話機

7．
『PPP接続スクリプト』の画面が表示されます。
【いいえ】を選択します。
右下の右方向矢印をクリックします。
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-Mac OS 9.x以前 インターネット接続アシスタントの方法-

8．
『IPアドレス』の画面が表示されます。
【いいえ】を選択します。
右下の右方向矢印をクリックします右下の右方向矢印をクリックします。

9．
『ドメインネームサーバ』の画面が表示されます。
上段の【DNSアドレス】、下段の【利用しているドメインネーム】
は空のままにしておきます。は空のままにしておきます。
右下の右方向矢印をクリックします。

10．
『電子メールアドレスおよびパスワード』の画面が表示されます。
次の項目を設定します。
【あなたが利用している電子メールアドレスは何ですか？】

・・・お客様のメールアドレス
【あなたが利用している電子メールパスワードは何ですか？】

・・・登録ご案内記載(変更されている場合は変更後)の
メールアカウントのパスワード(*で表示されます)

メールアドレス、パスワードは、KCN-Net登録ご案内(薄紫色
の用紙)をご確認ください。
右下の右方向矢印をクリックします。

11．
『電子メールアカウントおよびホストコンピュータ』の画面が
表示されます。
上段のPOPアカウントはメールアカウント(POP3アカウント)
を半角小文字で入力します。
下段のSMTPのところでは、送信メールサーバー(SMTP)
名を入力します名を入力します。
メールアカウントおよびSMTPは、KCN-Net登録ご案内
(薄紫色の用紙)をご覧ください。
右下の右方向矢印をクリックします。

46



-Mac OS 9.x以前 インターネット接続アシスタントの方法-

12．
『ニュースグループホストコンピュータ』の画面が表示されます。
NNTPのところでは、「newssv.kcn.ne.jp」と入力します。
右下の右方向矢印をクリックします。

13．
『プロキシ』の画面が表示されます。
【いいえ】を選択します。
右下の右方向矢印をクリックします。

14．
『まとめ』の画面が表示されます。
【設定する】をクリックします。

以上で設定は終了です。
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メールの設定
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Windowsメールの設定(初めて起動した場合)

1．
「Windowsメール」を起動します。メ 」を起動 ます。

2．2．
『名前』の画面が表示されます。
【表示名(D)】欄に入力した名前はメールを送信した際に
送信者として表示されます。
ここでは例として「近鉄 太郎」としてあります。
【次へ(N)】をクリックします。

3．
『インターネット電子メールアドレス』の画面が表示されま
す。
【電子メールアドレス(E)】欄にメールアドレスを入力します。
(変更している場合は、そのメールアドレス)
電子メールアドレスは、KCN-Net登録ご案内(薄紫色の
用紙)をご覧ください用紙)をご覧ください。
入力しましたら、【次へ(N)】をクリックします。
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4．
『電子メールサーバー名』の画面が表示されます。
以下の項目を設定します。
【受信メールサーバーの種類(S)】・・・POP3

-Windowsメールの設定(初めて起動した場合)-

【受信メール(POP3、IMAPまたはHTTP)サーバー(I)】
・・・登録ご案内記載の受信メールサーバー(POP3)名

【送信メール(SMTP)サーバー(O)】
・・・登録ご案内記載の送信メールサーバー(SMTP)名

【送信サーバーは認証が必要(V)】・・・チェックなし
メールサーバー名は、KCN-Net登録ご案内(薄紫色の用
紙)にてご確認ください。
入力しましたら、【次へ(N)】をクリックします。

5．
『インターネットメールログオン』の画面が表示されます。
以下の項目を設定します。
【ユーザー名(A)】・・・登録ご案内記載のPOP3アカウント
【パスワード(P)】・・・登録ご案内記載の初期パスワード(変
更されている場合はそのパスワード)
アカウント・パスワードは、KCN-Net登録ご案内(薄紫色の
用紙)にてご確認ください。
メール受信時にパスワードの入力操作を省きたい場合は、
【パスワードを保存する(W)】にチェックしてください。
注意：【セキュリティで保護されたパスワード認証(SPA)を
使用する(S)】はチ クしないでください 入力しましたら使用する(S)】はチェックしないでください。入力しましたら、
【次へ(N)】をクリックします。

6．
『設定完了』の画面が表示されます『設定完了』の画面が表示されます。
【完了】をクリックします。

以上で「Windowsメールの設定(初めて起動した場合)」は
終了です。
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Windowsメール アカウントの追加方法
通常「アカウントの追加」は1人で複数のメールアカウントを使う場合に行います。複数人で使用する場合は、「ユーザー
の追加」を行ってください。
メールソフトの設定でアカウントの追加を行ってもKCNで契約しているメールアドレスの追加は行えません。アカウントの
追加は複数のメールアドレスをお持ちの場合に行ってください。

1．
Windowsメールを起動し、【ツール(T)】から【アカウント
(A)】を選択します。

2．
『インターネットアカウント』の画面が表示されます。
【追加(A)】をクリックします。

3．
『アカウントの種類の選択』の画面が表示されます。
【電子メールアカウント】を選択し、【次へ(N)】をクリックしま
す。
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4．
『名前』の画面が表示されます。
【表示名(D)】欄に入力した名前はメールを送信した際に
送信者として表示されます。

-Windowsメール アカウントの追加方法-

ここでは例として「近鉄 次郎」としてあります。
【次へ(N)】をクリックします。

55．
『インターネット電子メールアドレス』の画面が表示されま
す。
【電子メールアドレス(E)】欄にメールアドレスを入力します。
(変更している場合は、そのメールアドレス)
電子メールアドレスは、KCN-Net登録ご案内(薄紫色の
用紙)をご覧ください。
入力しましたら、【次へ(N)】をクリックします。

6．
『電子メールサーバー名』の画面が表示されます。
以下の項目を設定します。
【受信メールサーバーの種類(S)】・・・POP3
【受信メール(POP3、IMAPまたはHTTP)サーバー(I)】【受信メ ( 、 または )サ ( )】

・・・登録ご案内記載の受信メールサーバー(POP3)名
【送信メール(SMTP)サーバー(O)】

・・・登録ご案内記載の送信メールサーバー(SMTP)名
【送信サーバーは認証が必要(V)】・・・チェックしない
メールサーバー名は、KCN-Net登録ご案内(薄紫色の用
紙)にてご確認ください。
入力しましたら、【次へ(N)】をクリックします。
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7．
『インターネットメールログオン』の画面が表示されます。
以下の項目を設定します。
【ユーザー名(A)】・・・登録ご案内記載のPOP3アカウント

-Windowsメール アカウントの追加方法-

【パスワード(P)】・・・登録ご案内記載の初期パスワード(変
更されている場合はそのパスワード)
アカウント・パスワードは、KCN-Net登録ご案内(薄紫色の
用紙)にてご確認ください。
メール受信時にパスワードの入力操作を省きたい場合は、
【パスワードを保存する(W)】にチェックしてください。
注意：【セキュリティで保護されたパスワード認証(SPA)を
使用する(S)】はチェックしないでください。入力しましたら、
【次へ(N)】をクリ クします【次へ(N)】をクリックします。

8．8．
『設定完了』の画面が表示されます。
【完了】をクリックします。

9．
『インターネットアカウント』の画面に戻ります。
【閉じる】をクリックします。

以上で「Windowsメール アカウントの追加方法」は終了で
す。す。
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OutlookExpress6, 5の設定(初めて起動した場合)
※画面はWindowsXPでOutlookExpress6を使用しています。OutlookExpress5も同様の画面です。

OutlookExpress6, 5を起動した際、右図の画面が表示されることが
あります。OutlookExpressを通常使用する場合は、【Outlook 
Expressの起動時に常に確認する(A)】のチェックをはずし、【はい
(Y)】をクリックします。

1．
『名前』の画面が表示されます。

【表示名(D)】欄に入力した名前はメールを送信した際
に送信者として表示されますに送信者として表示されます。
ここでは例として「近鉄 太郎」としてあります。

【次へ(N)】をクリックします。

2．
『インターネット電子メールアドレス』の画面に変わります。
【電子メールアドレス(E)】欄にメールアドレスを入力します【電子メールアドレス(E)】欄にメールアドレスを入力します。

電子メールアドレスは、KCN-Net登録ご案内(薄紫色の
用紙) をご覧下さい。

入力しましたら【次へ(N)】をクリックします。

メールアドレス
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3．
『電子メールサーバー名』の画面が表示されます。

【受信メ サ バ 種類( )】

-OutlookExpress6, 5の設定(初めて起動した場合)-

【受信メールサーバーの種類(S)】・・・POP3
【受信メール(POP3、IMAPまたはHTTP)サーバー(I)】

・・・登録ご案内記載の受信メールサーバー(POP3)名
【送信メール(SMTP)サーバー(O)】

・・・登録ご案内記載の送信メールサーバー(SMTP)名

メールサーバー名は、KCN-Net登録ご案内(薄紫色の用
紙)にてご確認ください。

4．
『インターネットメールログオン』の画面が表示されます。

紙)にてご確認ください。

入力しましたら【次へ(N)】をクリックします。

『 ネッ 』 画面 表 す。

以下の項目を設定します。
【アカウント名(A)】・・・登録ご案内記載のPOP3アカウント
【パスワード(P)】・・・登録ご案内記載の初期パスワード

(変更している場合はそのパスワード)

【次へ(N)】をクリックします。

POP3アカウント

パスワード

アカウント・パスワードは、KCN-Net登録ご案内(薄紫色の用
紙)にてご確認ください。

メール受信時にパスワードの入力操作を、省きたい場合は
【パスワードを保存する(W)】にチェックしてください。

注意：【セキュリティで保護されたパスワード認証(SPA)を使用意 【 ィ 保護 認証( ) 使用
する(S)】はチェックしないでください。

5．
『設定完了』の画面が表示されます。

【完了】をクリックしてください。

以上で「Outlook Express6, 5の設定(初めて起動した場
合)」は終了です。

複数のアカウントをお持ちの場合、「OutlookExpress6, 5 
アカウントの追加方法」、もしくは「OutlookExpress6, 5 
ユ ザ の追加方法」を参照してくださいユーザーの追加方法」を参照してください。
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OutlookExpress6, 5 アカウントの追加方法
通常「アカウントの追加」は1人で複数のメールアカウントを使う場合に行います。複数人で使用する場合は、
「ユーザーの追加」を行ってください。
メールソフトの設定でアカウントの追加を行ってもKCNで契約しているメールアドレスの追加は行えません。
アカウントの追加は複数のメールアドレスをお持ちの場合に行ってください。

1．
OutlookExpressを起動し、 【ツール(T)】から
【アカウント(A)】を選択します

アカウントの追加は複数のメ ルアドレスをお持ちの場合に行ってください。

【アカウント(A)】を選択します。

2．
『インターネットアカウント』の画面が表示されます。
【メール】タブをクリックします。
【追加(A)】をクリックし、【メール(M)】を選択します。

3．
『インターネット接続ウィザード』が始まります。
【表示名(D)】欄に入力した名前はメールを送信した際
に送信者として表示されます。ここでは例として「近鉄
太郎」としてあります。

入力しましたら【次へ(N)】をクリックします。
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4．
『インターネット電子メールアドレス』の画面に変わりま
す。

-OutlookExpress6, 5 アカウントの追加方法-

す。
【電子メールアドレス(E)】欄にメールアドレスを入力し
ます。

電子メールアドレスは、KCN-Net登録ご案内(薄紫色
の用紙) をご覧下さい。

入力しましたら【次へ(N)】をクリックします。

メールアドレス

5．
『電子メールサーバー名』の画面が表示されます。

【受信メールサーバーの種類(S)】・・・POP3
【受信メール(POP3、IMAPまたはHTTP)サーバー(I)】

・・・登録ご案内記載の受信メールサーバー(POP3)名
【送信メール(SMTP)サーバー(O)】

・・・登録ご案内記載の送信メールサーバー(SMTP)名

メールサーバー名は、KCN-Net登録ご案内(薄紫色の用
紙)にてご確認ください。

入力しましたら【次へ(N)】をクリックします。

66．
『インターネットメールログオン』の画面が表示されます。
【アカウント名(A)】
・・・登録ご案内記載のPOP3アカウント
【パスワード(P)】
・・・登録ご案内記載の初期パスワード(*で表示されます)

(変更している場合はそのパスワード) パスワード

POP3アカウント

アカウント・パスワードは、KCN-Net登録ご案内(薄紫色
の用紙)にてご確認ください。

メール受信時にパスワードの入力操作を、省きたい場合
は【パスワードを保存する(W)】にチェックしてください。

注意：【セキュリティで保護されたパスワード認証(SPA)を
使用する(S)】はチェックしないでください使用する(S)】はチェックしないでください。
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7．
『設定完了』の画面が表示されます。

-OutlookExpress6, 5 アカウントの追加方法-

【完了】をクリックしてください。

8．
『インターネットアカウント』の画面に戻ります。『インタ ネットアカウント』の画面に戻ります。

更にアカウントの追加を行う場合は、項目2～5を繰り返し
ます。

アカウントの追加を終了する場合は【閉じる】をクリックしま
す。

以上で「 l k アカウ ト 追加方法 は終以上で「OutlookExpress6, 5 アカウントの追加方法」は終
了です。
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OutlookExpress6, 5 ユーザーの追加方法
「ユーザーの追加」は複数人で別のアドレスを使用する場合に行います。1人で複数のメールアドレスを使
用する場合は「アカウントの追加」を行います。
メールソフトの設定でユーザーの追加を行ってもKCNで契約しているメールアドレスの追加は行えません。
ユーザーの追加は複数のメールアドレスをお持ちの場合に行ってください。

1．
Outlook Expressを起動し、
【ファイル(F)】-【ユーザー(D)】-【ユーザーの追加(A)】
をクリックします。

ユ ザ の追加は複数のメ ルアドレスをお持ちの場合に行ってください。

2．
『ユーザーの作成』の画面が表示されます。
【名前を入力してください(N)】・・・ユーザー名を入力。
ここでは 『近鉄 太郎』と入力していますここでは、『近鉄 太郎』と入力しています。

他の使用者にメールを見せたくない場合は
【パスワードを要求する(R)】

にチェックし、パスワードを設定してください。
注意：パスワードは責任を持って設定者が管理してく
ださい。忘れた場合、KCNでお調べるすることはでき
ません。

入力しましたら【OK】をクリックします。

33．
『ユーザーを追加しました』の画面が表示されます。
【はい(Y)】をクリックします。

4．
右図のダイアログが表示された場合、
【はい(Y)】をクリ クします【はい(Y)】をクリックします。
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5．
『インターネット接続ウィザード』が始まります。
【表示名(D)】欄に入力した名前はメールを送信した際
に送信者として表示されます。ここでは例として「近鉄
太郎」としてあります

-OutlookExpress6, 5 ユーザーの追加方法-

太郎」としてあります。

入力しましたら【次へ(N)】をクリックします。

6．
『インターネット電子メールアドレス』の画面に変わります。
【電子メールアドレス(E)】欄にメールアドレスを入力します。

電子メールアドレスは、KCN-Net登録ご案内(薄紫色の
用紙) をご覧下さい。

メールアドレス

入力しましたら【次へ(N)】をクリックします。

7．
『電子メールサーバー名』の画面が表示されます。

【受信メールサーバーの種類(S)】・・・POP3
【受信メール(POP3、IMAPまたはHTTP)サーバー(I)】

・・・登録ご案内記載の受信メールサーバー(POP3)名
【送信メール(SMTP)サーバー(O)】

・・・登録ご案内記載の送信メールサーバー(SMTP)名

メールサーバー名は、KCN-Net登録ご案内(薄紫色の用
紙)にてご確認ください。

入力しましたら【次へ(N)】をクリックします。

8．
『インターネットメールログオン』の画面が表示されます。『インタ ネットメ ルログオン』の画面が表示されます。
【アカウント名(A)】

・・・登録ご案内記載のPOP3アカウント
【パスワード(P)】

・・・登録ご案内記載の初期パスワード(*で表示されます)
(変更している場合はそのパスワード)

アカウント・パスワードは、KCN-Net登録ご案内(薄紫色の
用紙)にてご確認ください。

パスワード

POP3アカウント

メール受信時にパスワードの入力操作を、省きたい場合は
【パスワードを保存する(W)】にチェックしてください。

注意：【セキュリティで保護されたパスワード認証(SPA)を使
用する(S)】はチェックしないでください。
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9．
『設定完了』の画面が表示されます。

【完了】をクリックしてください。

-OutlookExpress6, 5 ユーザーの追加方法-

以上で「OutlookExpress6, 5 ユーザーの追加方法」は
終了です。

ユーザーの切り替え方法

1．
【ファイル(F)】-【ユーザーの切り替え(S)】をクリックします。

2．
『ユーザーの切り替え』の画面が表示されます。
切り替えたいユーザーを選択し、【OK】をクリックします。

3．
「現在、インターネットに接続しています。・・・」と
表示された場合は、【はい(Y)】をクリックします。

以上でユーザーの切り替えは終了です。
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1

Outlook2007 初めて起動した場合
パソコンのリカバリー等であらためて設定をやり直す場合のOutlook2007の設定方法です。

1．
Outlook2007を起動します。

2．
『O l k2007 タ トア プ』の画面が表示さ『Outlook2007スタートアップ』の画面が表示さ
れます。
【次へ(N)】をクリックします。

3．
『電子メール アカウント』の画面が表示されます。
【はい(Y)】を選択し、【次へ(N)】をクリックします。

4．
『自動アカウントセットアップ』の画面が表示されます。
【サーバー設定または追加のサーバーの種類を手
動で構成する(M)】にチェックし、【次へ(N)】をクリック
します。します。
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5．
『電子メールサービスの選択』の画面が表示されま
す

-Outlook2007 初めて起動した場合-

す。
【インターネット電子メール(I)】にチェックし、【次へ
(N)】をクリックします。

6．
『インターネット電子メール設定』の画面が表示されます。
以下の項目を設定します。
- ユーザー情報 -ユ ザ 情報
【名前(Y)】・・・名前を入力(ここでは例として「近鉄 太郎」としてあります)
【電子メールアドレス(E)】・・・電子メールアドレスを入力(ここでは例として「kintetsu-tarou@kcn.jp」としてあります) 
- サーバー情報 -
【アカウントの種類(A)】・・・POP3
【受信メールサーバー(POP3)(Ｉ)】・・・登録ご案内記載の受信メールサーバー(POP3)名

(ここでは例として 「pop1.kcn.jp」 としてあります)
【送信メールサーバー(SMTP)(O)】・・・登録ご案内記載の送信メールサーバー(SMTP)名

(ここでは例として 「smtp.kcn.jp」 としてあります)
- メールサーバーへのログオン情報 -
【アカウント名(U)】・・・登録ご案内記載のメールアカウント(POP3アカウント)
【パスワード(P)】 ・・・登録ご案内記載のメールアカウントのパスワード(*で表示されます)

(変更している場合はそのパスワード) 
【パスワードを保存する(R)】・・・チェックする
設定しましたら、【詳細設定(M)】をクリックします。
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7．
『インターネット電子メール設定』の画面が表示
されます

-Outlook2007 初めて起動した場合-

されます。

【接続】タブを選択します。

接続では【ローカルエリアネットワーク（LAN）を
使用する(L)】にチェックします。

設定しましたら、【OK】をクリックします。

8．
項目6『インターネット電子メール設定(POP3)』の
画面に戻りますので、【次へ(N)】をクリックします。

9．
『セットアップの完了』の画面が表示されます。
【完了】をクリックします。

以上で「Outlook2007 初めて起動した場合」は
終了です終了です。
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Outlook2007 アカウントの追加方法
メールソフトの設定でアカウントの追加を行ってもKCNで契約しているメールアドレスの追加は行えません。
アカウントの追加は複数のメールアドレスをお持ちの場合に行ってください。

1．
Outlook2007が起動した状態から、
【ツール(T)】－【アカウント設定(A)...】
を選択します。

2．
『アカウント設定』の画面が表示されます。
【電子メール】タブを選択し、【新規(N)】をクリックし
ます。

3．
『電子メールサービスの選択』の画面が表示されま
す。
【Microsoft Exchange、POP3、IMAP、または
HTTP(M)】を選択します。
【次へ(N)】をクリックします。
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-Outlook2007 アカウントの追加方法-

4．
『自動アカウントセットアップ』の画面が表示されます。
【サーバー設定または追加のサーバーの種類を手
動で構成する(M)】にチェックし、【次へ(N)】をクリック
しますします。

5．
『電子メールサービスの選択』の画面が表示されま
す。
【インターネット電子メール(I)】にチェックし、【次へ
(N)】をクリックします。

6．
『インターネット電子メール設定』の画面が表示されます。
以下の項目を設定します。
- ユーザー情報 -
【名前(Y)】・・・名前を入力(ここでは例として「近鉄 次郎」としてあります)
【電子メールアドレス(E)】・・・電子メールアドレスを入力(ここでは例として「kintetsu-jirou@kcn.jp」としてあります) 
- サーバー情報 -
【アカウントの種類(A)】・・・POP3
【受信メールサーバー(POP3)(Ｉ)】・・・登録ご案内記載の受信メールサーバー(POP3)名

(ここでは例として 「pop1.kcn.jp」 としてあります)
【送信メールサーバー(SMTP)(O)】・・・登録ご案内記載の送信メールサーバー(SMTP)名

(ここでは例として 「 k j としてあります)(ここでは例として 「smtp.kcn.jp」 としてあります)
- メールサーバーへのログオン情報 -
【アカウント名(U)】・・・登録ご案内記載のメールアカウント(POP3アカウント)
【パスワード(P)】 ・・・登録ご案内記載のメールアカウントのパスワード(*で表示されます)

(変更している場合はそのパスワード) 
【パスワードを保存する(R)】・・・チェックする
設定しましたら、【詳細設定(M)】をクリックします。
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7．
『セ トア プ 完了』 画面が表示されます

-Outlook2007 アカウントの追加方法-

『セットアップの完了』の画面が表示されます。
【完了】をクリックします。

以上で「Outlook2007 アカウントの追加方法」
は終了です。
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1

Outlook2003 初めて起動した場合
パソコンのリカバリー等であらためて設定をやり直す場合のOutlook2003の設定方法です。

1．
Outlook2003を起動します。

2．
『O l k 2003 タ トア プ』の画面が表示さ『Outlook 2003 スタートアップ』の画面が表示さ
れます。

【次へ(N)】をクリックします。

3．
他のメールソフトを使用している場合、『メール
アップグレード オプション』の画面が表示され
る場合があります。

【アップグレードしない(D)】を選択し、【次へ
(N)】をクリックします。

※【次のプログラムからアップグレードする(U)】
を選択した場合の設定方法については、メー
カーにお問い合わせください。

4．
『電子メール アカウント』の画面が表示されます。

【はい(Y)】を選択し 【次へ(N)】をクリ クします【はい(Y)】を選択し、【次へ(N)】をクリックします。
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5．
『サーバーの種類』の画面が表示されます。

-Outlook2003 初めて起動した場合-

【POP3(P)】を選択し、【次へ(N)】をクリックします。

6．
『インターネット電子メール設定(POP3)』の画面が表示されます。

ユーザー情報
【名前(Y)】・・・名前を入力(ここでは例として「近鉄 太郎」としてあります)
【電子メールアドレス(Ｅ) 】・・・メールアドレスを入力

(ここでは例として「XXXXX@m5.kcn.ne.jp」としてあります)

サーバー情報
【受信メールサーバー(POP3)(Ｉ)】・・・登録ご案内記載の受信メールサーバー(POP3)名

(ここでは例として 「m5.kcn.ne.jp」 としてあります) 
【送信メールサーバー(SMTP)(O)】・・・登録ご案内記載の送信メールサーバー(SMTP)名

(ここでは例として 「m5.kcn.ne.jp」 としてあります)

ログオン情報
【アカウント名(U)】・・・登録ご案内記載のPOP3アカウント
【パスワード(P)】・・・登録ご案内記載の初期パスワード(*で表示されます)

(変更している場合はそのパスワード)

【メールサーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証(SPA)に対応している場合には、・・・】はチェックを
入れないで下さい入れないで下さい。

設定しましたら、【詳細設定(M)...】をクリックします。
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-Outlook2003 初めて起動した場合-

7．
『インターネット電子メール設定』の画面が表示
されますされます。

【接続】タブを選択します。

接続では【電話回線を使用する(M)】にチェック
し、【使用するダイヤルアップネットワーク接続
(U)】ではKCNへの接続(図の例では「KCN-
Net」)を選択します。Net」)を選択します。

設定しましたら、【OK】をクリックします。

8．
項目6『インターネット電子メール設定(POP3)』の
画面に戻りますので、【次へ(N)】をクリックします。

9．
『セットアップの完了』の画面が表示されます。
【完了】をクリックします。

以上で「Outlook2003 初めて起動した場合」は
終了です終了です。
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Outlook2003 アカウントの追加方法
メールソフトの設定でアカウントの追加を行ってもKCNで契約しているメールアドレスの追加は行えません。
アカウントの追加は複数のメールアドレスをお持ちの場合に行ってください。

1．
Outlook2003が起動した状態から、

【ツール(Ｔ)】－【電子メールアカウント(Ａ)...】

を選択します。

2．
『電子メール アカウント』の画面が表示されます。

【新しい電子メールアカウントの追加(Ｅ)】

を選択し、【次へ(N)】をクリックします。

3．
『サーバーの種類』の画面が表示されます。

【POP3(P)】を選択し、【次へ(N)】をクリックします。
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4．
『インターネット電子メール設定(POP3)』の画面が表示されます。

ユーザー情報
【名前( )】 名前を 力( 例と 「近鉄 太郎 と あ ます)

-Outlook2003 アカウントの追加方法-

【名前(Y)】・・・名前を入力(ここでは例として「近鉄 太郎」としてあります)
【電子メールアドレス(Ｅ) 】・・・メールアドレスを入力

(ここでは例として「XXXXX@m5.kcn.ne.jp」としてあります)

サーバー情報
【受信メールサーバー(POP3)(Ｉ)】・・・登録ご案内記載の受信メールサーバー(POP3)名

(ここでは例として 「m5.kcn.ne.jp」 としてあります) 
【送信メールサーバー(SMTP)(O)】・・・登録ご案内記載の送信メールサーバー(SMTP)名

( 例と 「 と あ ます)(ここでは例として 「m5.kcn.ne.jp」 としてあります)

ログオン情報
【アカウント名(U)】・・・登録ご案内記載のPOP3アカウント
【パスワード(P)】・・・登録ご案内記載の初期パスワード(*で表示されます)

(変更している場合はそのパスワード)

【メールサーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証(SPA)に対応している場合には、・・・】はチェックを
入れないで下さい入れないで下さい。

設定しましたら、【次へ(N)】をクリックします。

5．
『セットアップの完了』の画面が表示されます。
【完了】をクリックします。

以上で「Outlook2003 アカウントの追加方法」は終
了です。
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Outlook2002 初めて起動した場合
パソコンのリカバリー等であらためて設定をやり直す場合のOutlook2002の設定方法です。

1．
Outlook2002を起動します。

22．
『Outlook 2002 スタートアップ』の画面が表示されま
す。

【次へ(N)】をクリックします。

3．3．
他のメールソフトを使用している場合、『メール アッ
プグレード オプション』の画面が表示される場合が
あります。

【アップグレードしない(D)】を選択し、【次へ(N)】をク
リックします。

※【次のプログラムからアップグレードする(U)】を選
択 場合 定方法択した場合の設定方法については、メーカーにお
問い合わせください。

44．
『電子メール アカウント』の画面が表示されます。

【はい(Y)】を選択し、【次へ(N)】をクリックします。

74



5．
『サーバーの種類』の画面が表示されます。

【POP3(P)】を選択し、【次へ(N)】をクリックします。

-Outlook2002 初めて起動した場合-

6．
『インターネット電子メール設定(POP3)』の画面が表示されます。

ユーザー情報
【名前(Y)】・・・名前を入力
【電子メールアドレス(Ｅ) 】・・・メールアドレスを入力【電子メールアドレス(Ｅ) 】・・・メールアドレスを入力

サーバー情報
【受信メールサーバー(POP3)(I) 】・・・登録ご案内記載の受信メールサーバー(POP3)名

(ここでは例として 「m4.kcn.ne.jp」 としてあります) 
【送信メールサーバー(SMTP)(O) 】・・・登録ご案内記載の送信メールサーバー(SMTP)名

(ここでは例として 「m4.kcn.ne.jp」 としてあります)

ログオン情報
【ユーザー名(U) 】・・・登録ご案内記載のPOP3アカウント
【パスワード(P) 】・・・登録ご案内記載の初期パスワード(*で表示されます)

(変更している場合はそのパスワード)

【メールサーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証(SPA)に対応している場合には、・・・】はチェックを
入れないで下さい。

設定しましたら、【詳細設定(M)...】をクリックします。
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-Outlook2002 初めて起動した場合-

7．
『インターネット電子メール設定』の画面が表示され
ます。

【接続】タブを選択します。

接続では【電話回線を使用する(M)】にチェックし、
【使用するダイヤルアップネットワーク接続(U)】では
KCNへの接続(図の例では「KCN-Net」)を選択しま
す。

設定しましたら、【OK】をクリックします。

8．
項目6『インターネット電子メール設定(POP3)』の画
面に戻りますので、【次へ(N)】をクリックします。

99．
『セットアップの完了』の画面が表示されます。
【完了】をクリックします。

以上で「Outlook2002 初めて起動した場合」は終了
です。
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Outlook2002 アカウントの追加方法
メールソフトの設定でアカウントの追加を行ってもKCNで契約しているメールアドレスの追加は行えません。
アカウントの追加は複数のメールアドレスをお持ちの場合に行ってください。

1．
Outlook2002が起動した状態から、

【ツール(T)】－【電子メールアカウント(A)...】

を選択します。

2．
『電子メール アカウント』の画面が表示されます。

【新しい電子メールアカウントの追加(E)】

を選択し、【次へ(N)】をクリックします。

3．
『サーバーの種類』の画面が表示されます。

【POP3(P)】を選択し、【次へ(N)】をクリックします。
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-Outlook2002 アカウントの追加方法-

4．
『インターネット電子メール設定(POP3)』の画面が表示されます。

ユーザー情報
【名前( )】 名前を 力【名前(Y)】・・・名前を入力
【電子メールアドレス(Ｅ) 】・・・メールアドレスを入力

サーバー情報
【受信メールサーバー(POP3)(I) 】・・・登録ご案内記載の受信メールサーバー(POP3)名

(ここでは例として 「m4.kcn.ne.jp」 としてあります) 
【送信メールサーバー(SMTP)(O) 】・・・登録ご案内記載の送信メールサーバー(SMTP)名

(ここでは例として 「m4.kcn.ne.jp」 としてあります)

ログオン情報
【ユーザー名(U) 】・・・登録ご案内記載のPOP3アカウント
【パスワード(P) 】・・・登録ご案内記載の初期パスワード(*で表示されます)

(変更している場合はそのパスワード)

【メールサーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証(SPA)に対応している場合には、・・・】はチェックを
入れないで下さい。

設定 ま たら 【次 ( )】を リ ます設定しましたら、【次へ(N)】をクリックします。

5．
『セットアップの完了』の画面が表示されます。
【完了】をクリックします。

以上で「Outlook2002 アカウントの追加方法」は終
了です。
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Outlook2000 初めて起動した場合
パソコンのリカバリー等であらためて設定をやり直す場合のOutlook2000の設定方法です。

1．
Outlook2000を起動します。

2．
『Outlook2000スタートアップ』の画面が
表示されます。

【次へ(N)】をクリックします。

3．
『 』『メールアップグレードオプション』の画面が
表示されます。

「上記以外のメールプログラム」を選択し、【次へ
(N)】をクリックします。

44．
『メールサービスオプション』の画面が表示されます。

【インターネットのみ(I)】を選択し、【次へ(N)】をクリッ
クします。
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5．
『インターネット メール サポートは、インターネット
メールに 適の環境を提供しますが、Microsoft 
Outlook で Exchange Server Microsoft Mail

-Outlook2000 初めて起動した場合-

Outlook で、Exchange Server、Microsoft Mail、
FAX、サードパーティーのメール サービスは使用で
きなくなります。』のダイアログが表示されます。

【はい(Y)】をクリックします。

6．
『名前』の画面が表示されます。『名前』の画面が表示されます。

【表示名(D)：】欄に入力した名前はメールを送信し
た際に送信者として表示されます。

ここでは「近鉄 太郎」としてあります。

入力しましたら、【次へ(N)】をクリックします。

7．
『インターネット電子メールアドレス』の画面が表示
されますされます。

【電子メールアドレス(E)：】
・・・お客様のメールアドレスを入力します。

入力したら、【次へ(N)】をクリックします。

8．
『電子メールサーバー名』の画面が表示されます。

以下の項目を入力します以下の項目を入力します。
【受信メールサーバーの種類(S)】・・・POP3
【受信メール(POP3、IMAPまたはHTTP)サーバー(I)】
・・・登録ご案内記載の受信メールサーバー(POP3)名
(ここでは例として「m4.kcn.ne.jp」としてあります)
【送信メール(SMTP)サーバー(O)】
・・・登録ご案内記載の送信メールサーバー(SMTP)名
(ここでは例として「m4.kcn.ne.jp」としてあります)例 jp

設定しましたら、【次へ(N)】をクリックします。
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9．
『インターネットメールログオン』の画面が表示され
ます。

以下の項目を設定します

-Outlook2000 初めて起動した場合-

以下の項目を設定します。
【アカウント名(A)：】

・・・登録ご案内記載のPOP3アカウント
【パスワード(P)：】

・・・登録ご案内記載の初期パスワード
(*で表示されます) 

(変更している場合はそのパスワード)

【セキュリティで保護されたパスワード認証(SPA)を【セキュリティで保護されたパスワ ド認証(SPA)を
使用する(S)】にはチェックを入れないで下さい。

設定しましたら、【次へ(N)】をクリックします。

10．
接続方法の選択画面が表示されます。

【電話回線を使って接続する(P)】を選択し、
【次へ(N)】をクリックします。

1111．
『設定完了』の画面が表示されます。

【完了】をクリックします。

以上で「Outlook2000 初めて起動した場合」は終了
です。
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Outlook2000 アカウントの追加方法
メールソフトの設定でアカウントの追加を行ってもKCNで契約しているメールアドレス数の追加は行えませ
ん。アカウントの追加は複数のメールアドレスをお持ちの場合に行ってください。

1．
Outlook2000を起動し、
【ツール(T)】－【アカウント(A)】を選択します。

2．
『インターネットアカウント』の画面が表示されます『インタ ネットアカウント』の画面が表示されます。
【メール】タブをクリックします。
【追加(A)】をクリックし、【メール(M)】を選択します。

3．
『名前』の画面が表示されます。
【表示名(D)：】欄に入力した名前はメールを送信し
た際に送信者として表示されます。
ここでは「近鉄 太郎」としてあります。
入力しましたら、【次へ(N)】をクリックします。

44．
『インターネット電子メールアドレス』の画面が表示
されます。
【電子メールアドレス(E)：】

・・・お客様のメールアドレスを入力します。
入力したら、【次へ(N)】をクリックします。
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5．
『電子メールサーバー名』の画面が表示されます。
以下の項目を入力します。

-Outlook2000 アカウントの追加方法-

以下の項目を入力します。
【受信メールサーバーの種類(S)】・・・POP3
【受信メール(POP3、IMAPまたはHTTP)サーバー(I)】

・・・登録ご案内記載の受信メールサーバー(POP3)名
(ここでは例として「m4.kcn.ne.jp」としてあります)

【送信メール(SMTP)サーバー(O)】
・・・登録ご案内記載の送信メールサーバー(SMTP)名

(ここでは例として「m4.kcn.ne.jp」としてあります)
設定しましたら 【次 ( )】をクリ クします設定しましたら、【次へ(N)】をクリックします。

6．6．
『インターネットメールログオン』の画面が表示されます。
以下の項目を設定します。
【アカウント名(A)：】

・・・登録ご案内記載のPOP3アカウント
【パスワード(P)：】

・・・登録ご案内記載の初期パスワード(*で表示されま
す)

(変更して る場合はそ パ ワ ド)(変更している場合はそのパスワード)

【セキュリティで保護されたパスワード認証(SPA)を使用
する(S)】にはチェックを入れないで下さい。

設定しましたら、【次へ(N)】をクリックします。

7．
接続方法の選択画面が表示されます。
【電話回線を使って接続する(P)】を選択し、
【次へ(N)】をクリックします。
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8．
『設定完了』の画面が表示されます。

以上で「Outlook2000 アカウントの追加方法」は終

-Outlook2000 アカウントの追加方法-

以上で「Outlook2000 アカウントの追加方法」は終
了です。
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1．
DockからMailを起動します。

kに「 il がな 場合は 「アプリケ

Mail2(Mac OS 10.4) 初めて起動した場合

Dockに「Mail」がない場合は、「アプリケーション」
フォルダ（または「Application」フォルダ）から「Mail」
を起動します。

2．
『ようこそMailへ』の画面が表示されます。

【続ける】をクリックします【続ける】をクリックします。

3．
『一般情報』の画面が表示されます。

各項目を次のように設定します各項目を次のように設定します。

【アカウントの種類】・・・POP
【アカウントの説明】・・・アカウント設定の任意の名前

（ここでは例として「Taro Kintetsu」としてあります）
【氏名】・・・お客様のお名前やニックネーム

（ここでは例として「Taro Kintetsu」としてあります）
【メールアドレス】・・・お客様のメールアドレス

(変更している場合はそのメールアドレス)
（ここでは例として「XXXXX@ 5 k j 」としてあります）（ここでは例として「XXXXX@m5.kcn.ne.jp」としてあります）

設定しましたら、【続ける】をクリックします。

4．
『受信用 サ 』 画 が表 さ す『受信用メールサーバ』の画面が表示されます。

各項目を次のように設定します。

【受信用メールサーバ】
・・・KCN-Net登録ご案内記載の受信メールサーバ（POP3）
（ここでは例として「m5.kcn.ne.jp」としてあります）

【ユーザ名】・・・KCN-Net登録ご案内記載のPOP3アカウント
【パスワード】・・・登録ご案内記載の初期パスワード

(変更して る場合はそ パ ワ ド)(変更している場合はそのパスワード)

設定しましたら、【続ける】をクリックします。
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項目4で設定した内容でサーバに問い合わせを行
います（「POPサーバ”m5.kcn.ne.jp”への接続を確
認中 」と表示されます）

「▲POPサーバ”m5.kcn.ne.jp”にログインできませ
んでした。・・・・・・・」等と表示された場合、設定内
容に間違いがあるかもしれませんので 設定項目を

- Mail2(Mac OS 10.4) 初めて起動した場合-

認中...」と表示されます）。 容に間違いがあるかもしれませんので、設定項目を
再度確認して下さい。

5．
『送信用メールサーバ』の画面が表示されます。

各項目を次のように設定します。

【送信用メールサーバ】
・・・KCN-Net登録ご案内記載の送信メールサーバ（SMTP）
（ここでは例として「m5.kcn.ne.jp」としてあります）

【認証を使用】・・・チェックしない
【ユーザ名】・・・入力しない
【パスワード】・・・入力しない

設定しましたら、【続ける】をクリックします。

6．
『アカウントの概要』の画面が表示されます。

設定した内容が表示されます。設 容 表 す。

【続ける】をクリックします。
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7．
『設定結果』の画面が表示されます。

【終了】をクリックします。

- Mail2(Mac OS 10.4) 初めて起動した場合-

8．
【Mail】-【環境設定...】を選択します。

9．
【 】 【 細】表示される画面で【アカウント】を選択し、【詳細】をク

リックします。

次の設定項目を設定します。

【このアカウントを使用する】・・・チェックする
【新規メールを自動的に受信するときに含める】

・・・チェックする
【メッセージ受信後にメッセージのコピーをサーバから取り
除く】・・・すぐに取り除く
※残す設定にしているとサーバに大量のメールが残り、受信
できなくなる場合があります。できるだけ、すぐに取り除くを
選択して下さい。

設定しましたら、左上の●（クローズボタン）をクリックし
て下さい。

10．
『変更内容を保存』の画面が表示されます。

【保存】をクリックします。

以上で「Mail2（Mac OS 10.4）初めて起動した場合」は
終了です。
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Mail2(Mac OS 10.4) アカウントの追加方法
メールソフトの設定でアカウントの追加を行ってもKCNで契約しているメールアドレスの追加は行えません。
アカウントの追加は複数のメールアドレスをお持ちの場合に行ってください。

1．
DockからMailを起動します。
Dockに「Mail」がない場合は、「アプリケーション」
フォルダ（または「Application」フォルダ）から「Mail」
を起動します。

22．
【Mail】-【環境設定...】を選択します。

3．
表示される画面で【アカウント】を選択し、【+】をクリック
します。

4．
『一般情報』の画面が表示されます。

各項目を次のように設定します。

【アカウントの種類】・・・POP
【アカウントの説明】・・・アカウント設定の任意の名前

（ここでは例として「Jiro Kintetsu」としてあります）
【氏名】・・・お客様のお名前やニックネーム

（ここでは例として「Jiro Kintetsu」としてあります）
【メールアドレス】・・・お客様のメールアドレス

(変更している場合はそのメールアドレス)
（ここでは例として「XXXXX@m5.kcn.ne.jp」としてあります）

設定しましたら、【続ける】をクリックします。
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5．
『受信用メールサーバ』の画面が表示されます。

各項目を次のように設定します。

【受信用メールサーバ】

- Mail2(Mac OS 10.4) アカウントの追加方法-

【受信用メ ルサ バ】
・・・KCN-Net登録ご案内記載の受信メールサーバ（POP3）
（ここでは例として「m5.kcn.ne.jp」としてあります）

【ユーザ名】・・・KCN-Net登録ご案内記載のPOP3アカウント
【パスワード】・・・登録ご案内記載の初期パスワード

(変更している場合はそのパスワード)

設定しましたら、【続ける】をクリックします。

「POPサーバ”m5.kcn.ne.jp”への接続を確認中...」とPOPサ m5.kcn.ne.jp の接続を確認中...」と
表示され、サーバへの問い合わせが成功した場合、
項目6の画面に変わります。

6．
『送信用メールサーバ』の画面が表示されます。

各項目を次のように設定します。

【送信用メールサーバ】【送信用メ ルサ バ】
・・・KCN-Net登録ご案内記載の送信メールサーバ（SMTP）
（ここでは例として「m5.kcn.ne.jp」としてあります）

【認証を使用】・・・チェックしない
【ユーザ名】・・・入力しない
【パスワード】・・・入力しない

設定しましたら、【続ける】をクリックします。

7．
『アカウントの概要』の画面が表示されます。

設定した内容が表示されます。

【続ける】をクリックします。

8．
『設定結果』の画面が表示されます。

【終了】をクリックします。

※更にアカウントの追加を行う場合は【別のアカウント
を作成】をクリックします。
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9．
表示される画面で【アカウント】を選択し、【詳細】をク
リックします。

次の設定項目を設定します。

- Mail2(Mac OS 10.4) アカウントの追加方法-

【このアカウントを使用する】・・・チェックする
【新規メールを自動的に受信するときに含める】

・・・チェックする
【メッセージ受信後にメッセージのコピーをサーバから取り
除く】・・・すぐに取り除く
※残す設定にしているとサーバに大量のメールが残り、受信
できなくなる場合があります。できるだけ、「すぐに取り除く」
を選択して下さい。

設定しましたら、左上の●（クローズボタン）をクリックし
て下さい。

10．
『変更内容を保存』の画面が表示されます。

【保存】をクリックします。

以上で「Mail2（Mac OS 10.4）アカウントの追加方法」
は終了です。
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Mail1.3(Mac OS 10.3) 初めて起動した場合

1．
D kからM ilを起動します

2．
初めて起動した場合、『ようこそMailへ』の画面が表示されます。

DockからMailを起動します。

Dockに「Mail」がない場合は、「アプリケーション」
フォルダ(または「Application」フォルダ)から「Mail」
を起動します。

各項目を次のように設定します。

【氏名】・・・お客様のお名前やニックネーム
(ここでは例として「近鉄 太郎」としてあります)
【メールアドレス】

・・・お客様のメールアドレス
(変更している場合はそのメールアドレス)
(ここでは例として「#####@m5 kcn ne jp」としてあります)(ここでは例として「#####@m5.kcn.ne.jp」としてあります) 

【受信用メールサーバ】
・・・KCN-Net登録ご案内記載の受信メールサーバ(POP3)

(ここでは例として「m5.kcn.ne.jp」としてあります) 
【メールサーバの種類】・・・POP
【ユーザ名】・・・KCN-Net登録ご案内記載のPOP3アカウント
【パスワード】・・・登録ご案内記載の初期パスワード

(変更している場合はそのパスワード)
【送信用メ サ バ】【送信用メールサーバ】

・・・KCN-Net登録ご案内記載の送信メールサーバ(SMTP)
(ここでは例として「m5.kcn.ne.jp」としてあります)

設定しましたら、【OK】をクリックします。
確認のため自動的にインターネット接続を行います。「接続に失
敗しました」というメッセージが表示される場合、設定内容の間違
い、インターネット接続に失敗している等が考えられます。

3．
初めて起動した場合、『メールボックスの読み込み』の画面が
表示されます。

【いいえ】をクリックします。

4．
初めて起動した場合、『ようこそ』の画面が表示されます。
【いいえ】をクリックします。

以上で「Mail1.3(Mac OS 10.3) 初めて起動した場合」は終了で
す。
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Mail1.3(Mac OS 10.3) アカウントの追加方法
メールソフトの設定でアカウントの追加を行ってもKCNで契約しているメールアドレスの追加は行えません。
アカウントの追加は複数のメールアドレスをお持ちの場合に行ってください。

1．
DockからMailを起動します。
Dockに「Mail」がない場合は、「アプリケーションフォ
ルダ」(または「Application」フォルダ)から「Mail」を起
動します。

2．
【Mail】-【環境設定...】を選択します。

3．
表示される画面で【アカウント】をクリックします。

4．
『アカウント』の画面が表示されます。

【＋】をクリックします【＋】をクリックします。
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5．
アカウント欄に1行増えていることを確認し、次の
項目を設定します。

【アカウントの種類】・・・POP

-Mail1.3(Mac OS 10.3) アカウントの追加方法-

【アカウントの種類】 POP
【説明】・・・任意
【メールアドレス】・・・お客様のメールアドレス

(ここでは例として「XXXXX@m5.kcn.ne.jp」と
してあります)

【氏名】・・・お客様のお名前やニックネームを入力
(ここでは例として「近鉄 次郎」としてあります)

【受信用メールサーバ】
録ご案内 載 受信用 名・・・登録ご案内記載の受信用メールサーバ名

(ここでは例として「m5.kcn.ne.jp」としてあります)
【ユーザー名】・・・KCN-Net登録ご案内記載の

POP3アカウント
【パスワード】・・・登録ご案内記載の初期パスワード

(変更している場合はそのパスワード)
【送信用メールサーバ(SMTP)】・・・受信用メール
サーバと同じものサ バと同じもの

設定したら左上の●(クローズボタン)を
クリックします。

以上で「Mail1.3(Mac OS 10.3) アカウントの追加方法」
は終了です。
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Mail1.2(Mac OS 10.2) 初めて起動した場合

1．
DockからMailを起動します。

Dockに「Mail」がない場合は、「アプリケーション」
フォルダ(または「Application」フォルダ)から「Mail」
を起動します。

2．
初めて起動した場合、『ようこそMailへ』の画面が表示されます。

各項目を次のように設定します。

【氏名】・・・お客様のお名前やニックネーム
(ここでは例として「Taro Kintetsu」としてあります)
【メ ルアドレス】【メールアドレス】

・・・お客様のメールアドレス
(ここでは例として「#####@m4.kcn.ne.jp」としてあります) 

【受信用メールサーバ】
・・・KCN-Net登録ご案内記載の受信メールサーバ(POP3)

(ここでは例として「m4.kcn.ne.jp」としてあります) 
【メールサーバの種類】・・・POP
【ユーザ名】・・・KCN-Net登録ご案内記載のPOP3アカウント【 名】 案 記載
【パスワード】・・・登録ご案内記載の初期パスワード

(変更している場合はそのパスワード)
【送信用メールサーバ】

・・・KCN-Net登録ご案内記載の送信メールサーバ(SMTP)
(ここでは例として「m4.kcn.ne.jp」としてあります)

設定しましたら、【OK】をクリックします。
確認のため自動的にインターネット接続を行います。「接続に失確認 続 行 続
敗しました」というメッセージが表示される場合、設定内容の間違
い、インターネット接続に失敗している等が考えられます。

3．
初めて起動した場合、『メールボックスの読み込み』の画面が
表示されます。

【いいえ】をクリ クします【いいえ】をクリックします。

4．
初めて起動した場合、『ようこそ』の画面が表示されます。
【いいえ】をクリックします。

以上で「Mail1.2(Mac OS 10.2) 初めて起動した場合」は終了で以上で Mail1.2(Mac OS 10.2) 初めて起動した場合」は終了で
す。
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1．

Mail1.2(Mac OS 10.2) アカウントの追加方法
メールソフトの設定でアカウントの追加を行ってもKCNで契約しているメールアドレスの追加は行えません。
アカウントの追加は複数のメールアドレスをお持ちの場合に行ってください。

DockからMailを起動します。
Dockに「Mail」がない場合は、「アプリケーションフォ
ルダ」(または「Application」フォルダ)から「Mail」を起
動します。

2．
【Mail】-【環境設定...】を選択します。

3．
『アカウント』の画面が表示されます。

(他の設定画面が表示される場合、【アカウント】を
クリックします。)

【アカウント追加】をクリックします。

4．
表示される画面で、【アカウント情報】タブを選択し、
次の項目を設定します。

【アカウントの種類】・・・POP
【説明】・・・任意
【メールアドレス】・・・お客様のメールアドレス

(変更している場合はそのメールアドレス)(変更している場合はそのメ ルアドレス)
(ここでは例として「xxxxx@m4.kcn.ne.jp」
としてあります)

【氏名】・・・お客様のお名前やニックネームを入力
【受信用メールサーバ】

・・・登録ご案内記載の受信用メールサーバ名
(ここでは例として「m4.kcn.ne.jp」としてあります)

【ユーザー名】・・・お客様のPOP3アカウント
【パスワード】・・・登録ご案内記載の初期パスワード

(変更している場合はそのパスワード)

設定しましたら、【オプション】をクリックします。
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5．
『SMTPサーバのオプション』の画面が表示されます。

-Mail1.2 (Mac OS 10.2) アカウントの追加方法-

【送信用メールサーバ】
・・・登録ご案内記載の送信メールサーバ(SMTP)名

(ここでは例として「m4.kcn.ne.jp」としてあります)

設定しましたら、【OK】をクリックします。

66．
項目4の画面に戻りますので、【OK】をクリックします。

7．
項目3の画面に戻りますので、左上の●(クローズボ
タン)をクリックします。

以上で「Mail1.2(Mac OS 10.2) アカウントの追加方
法」は終了です。
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Microsoft Entourage 2004 (Mac OS X)
初めて起動した場合

11．
Microsoft Entourageを起動します。

22．
『Entourage セットアップアシスタント』の画面が表示
されます。
●(クローズボタン)をクリックし、セットアップアシスタ
ントを終了します。

3．
『アシスタントを閉じてよろしいですか？』の画面が
表示されます。
【閉じる】をクリックします。

4．
メニューバーの【ツール】から【アカウント】を選択します。
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-Microsoft Entourage2004 (Mac OS X) 初めて起動した場合-

5．
『アカウント』の画面が表示されます。
【新規】をクリックします。

6．
『メールアカウントの設定』の画面が表示されます。
次の項目を設定します。
【電子メールアドレス】・・・お客様のメールアドレス
(変更している場合はそのメールアドレス)
(ここでは例として「#####@ 5 k j 」としてあり(ここでは例として「#####@m5.kcn.ne.jp」としてあり
ます)
入力しましたら、右矢印をクリックします。

7．
『自動設定の失敗』の画面が表示されます。
右矢印をクリックします。
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8．
『設定の確認および完了』の画面が表示されます。
次の項目を設定します。
【名前】・・・お客様のお名前やニックネーム

-Microsoft Entourage2004 (Mac OS X) 初めて起動した場合-

(ここでは例として「近鉄 太郎」としてあります)
【電子メールアドレス】・・・お客様のメールアドレス
(変更している場合はそのメールアドレス)
(ここでは例として「#####@m5.kcn.ne.jp」としてあります)
【アカウントID】・・・登録ご案内記載のPOP3アカウント
【パスワード】・・・登録ご案内記載(変更している場合は変
更後)のパスワード
(●で表示されます)
※パスワードを毎回入力したくない場合には【Mac OS X※パスワードを毎回入力したくない場合には【Mac OS X 
キーチェーンにパスワードを保存】にチェックします。
【受信メールサーバー】

・・・登録ご案内記載の受信メールサーバー（POP3）名
（ここでは例として「m5.kcn.ne.jp」としてあります）

【受信メールサーバーの種類】・・・POP
【送信メールサーバー】

・・・登録ご案内記載の送信メールサーバー（SMTP）名
（ここでは例として「m5.kcn.ne.jp」としてあります）（ここでは例として m5.kcn.ne.jp」としてあります）

入力しましたら、右矢印をクリックします。

9．
『オプション：設定の確認』の画面が表示されます。
【アカウントの設定情報の確認】をクリックします。

10．
「アカウント設定が確認されました」と表示された場合、
正しく設定できています。
右矢印をクリックします。
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-Microsoft Entourage2004 (Mac OS X) 初めて起動した場合-

10 続き
「アカウント設定の一部が正しくありません。・・・」と
表示された場合、設定に誤りがありますので、左矢表示された場合、設定に誤りがありますので、左矢
印をクリックし、『設定の確認および完了』の画面に
戻ってください。

11．
『設定を完了しました』の画面が表示されます。
次の項目を設定します。
【アカウント名】・・・わかりやすい名前を入力
(ここでは例として「#####@m5.kcn.ne.jp」としてあり
ます)
入力しましたら、【完了】をクリックします。

12．
『アカウント』の画面が表示されます。
設定したメールアカウントが追加されています。
●(クローズボタン)をクリックし、終了します。

以上で「Microsoft Entourage2004(Mac OS X)初め
起動した場合 は終了 すて起動した場合」は終了です。
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Microsoft Entourage2004(Mac OS X) 
アカウントの追加方法

メールソフトの設定でアカウントの追加を行ってもKCNで契約しているメールアドレスの追加は行えません。
アカウントの追加は複数のメールアドレスをお持ちの場合に行ってください。複 合 行 。

1．
Microsoft Entourageを起動します。

2．
メニューバーの【ツール】から【アカウント】を選択します。

33．
『アカウント』の画面が表示されます。
【新規】をクリックします。

101



4．
『メールアカウントの設定』の画面が表示されます。
次の項目を設定します。
【電子メールアドレス】・・・お客様のメールアドレス
(変更している場合はそのメ ルアドレス)

-Microsoft Entourage2004 (Mac OS X) アカウントの追加方法-

(変更している場合はそのメールアドレス)
(ここでは例として「$$$$$@m5.kcn.ne.jp」としてあり
ます)
入力しましたら、右矢印をクリックします。

5．
『自動設定の失敗』の画面が表示されます。
右矢印をクリックします右矢印をクリックします。

6．
『設定の確認および完了』の画面が表示されます。
次の項目を設定します。
【名前】・・・お客様のお名前やニックネーム
(ここでは例として「近鉄 太郎」としてあります)
【電子メールアドレス】・・・お客様のメールアドレス
(変更している場合はそのメールアドレス)
(ここでは例として「$$$$$@ 5 k n n j 」としてあります)(ここでは例として「$$$$$@m5.kcn.ne.jp」としてあります)
【アカウントID】・・・登録ご案内記載のPOP3アカウント
【パスワード】・・・登録ご案内記載(変更している場合は変
更後)のパスワード
(●で表示されます)
※パスワードを毎回入力したくない場合には【Mac OS X 
キーチェーンにパスワードを保存】にチェックします。
【受信メールサーバー】

・・・登録ご案内記載の受信メールサーバー（POP3）名登録ご案内記載の受信メ ルサ （POP3）名
（ここでは例として「m5.kcn.ne.jp」としてあります）

【受信メールサーバーの種類】・・・POP
【送信メールサーバー】

・・・登録ご案内記載の送信メールサーバー（SMTP）名
（ここでは例として「m5.kcn.ne.jp」としてあります）

入力しましたら、右矢印をクリックします。
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7．
『オプション：設定の確認』の画面が表示されます。
【アカウントの設定情報の確認】をクリックします。

-Microsoft Entourage2004 (Mac OS X) アカウントの追加方法-

8．
「アカウント設定が確認されました」と表示された場合、
正しく設定できています。
右矢印をクリックします。

「アカウント設定の一部が正しくありません。・・・」と
表示された場合、設定に誤りがありますので、左矢
印をクリックし、『設定の確認および完了』の画面に
戻ってください。
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9．
『設定を完了しました』の画面が表示されます。
次の項目を設定します。

-Microsoft Entourage2004 (Mac OS X) アカウントの追加方法-

次の項目を設定します。
【アカウント名】・・・わかりやすい名前を入力
(ここでは例として「$$$$$@m5.kcn.ne.jp」としてありま
す)
入力しましたら、【完了】をクリックします。

1010．
『アカウント』の画面が表示されます。
設定したメールアカウントが追加されています。
●(クローズボタン)をクリックし、終了します。

以上で「Microsoft Entourage2004(Mac OS X)アカウ
ントの追加方法」は終了です。
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1．
Mi ft E t を起動します

Microsoft Entourage (Mac OS X) 初めて起動した場合

Microsoft Entourageを起動します。

2．
『Entourage設定アシスタント』の画面が表示されま
す ●(ク ズボタ )をクリ クし 設定 タす。●(クローズボタン)をクリックし、設定アシスタン
トを終了します。

3．
『アシスタントを閉じてよろしいですか？』の画面が
表示されます。
【閉じる】をクリックします。

4．
メニューバーの【ツール】から【アカウント】を選択します。
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5．
『アカウント』の画面が表示されます。
【新規】をクリックします。

-Microsoft Entourage (Mac OS X) 初めて起動した場合-

6．
『名前』の画面が表示されます。
次の項目を設定します。
【名前】・・・お客様のお名前やニックネーム
(ここでは例として「近鉄 太郎」としてあります)例
入力しましたら、右矢印をクリックします。

7．
『あなたの電子メールアドレス』の画面が表示されます。
【すでに持っている電子メールアドレスを使う】にチェッ【すでに持っている電子メールアドレスを使う】にチェッ
クし、次の項目を設定します。
【電子メールアドレス】

・・・お客様のメールアドレス
(変更している場合はそのメールアドレス)
(ここでは例として「#####@m4.kcn.ne.jp」と
してあります)

入力しましたら、右矢印をクリックします。

106



8．
『メールサーバー』の画面が表示されます。
次の項目を設定、入力します。
【電子メールサーバーの種類】・・・POP

-Microsoft Entourage (Mac OS X) 初めて起動した場合-

【電子メ ルサ バ の種類】 POP
【受信メールサーバー】
・・・登録ご案内記載の受信メールサーバー(POP3)名
【送信(SMTP)メールサーバー】
・・・登録ご案内記載の送信メールサーバー(SMTP)名
入力しましたら、右矢印をクリックします。

99．
『アカウントIDおよびパスワード』の画面が表示されま
す。
次の項目を設定します。
【アカウントID】

・・・登録ご案内記載のPOP3アカウント
【パスワード】

・・・登録ご案内記載の初期パスワード登録ご案内記載の初期 スワ ド
(●で表示されます)
(変更している場合はそのパスワード)

※パスワードを毎回入力したくない場合は【MacOS
キーチェーンにパスワードを保存】にチェックします。
入力しましたら、右矢印をクリックします。

10．
『おめでとうございます！』の画面が表示されます。
次の項目を設定します。
【アカウント名】・・・わかりやすい名前を入力【 ウ ト名】 りやす 名前を入力
(ここでは例として「#####@m4.kcn.ne.jp」としてあり
ます)
入力しましたら、【完了】をクリックします。
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11．
『アカウント』の画面が表示されます。
設定したメールアカウントが追加されています。
●(ク ズボタン)をクリ クし 終了します

-Microsoft Entourage (Mac OS X) 初めて起動した場合-

●(クローズボタン)をクリックし、終了します。

以上で「Microsoft Entourage(Mac OS X) 初めて起
動した場合」は終了です。
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Microsoft Entourage(Mac OS X) アカウントの追加方法
メールソフトの設定でアカウントの追加を行ってもKCNで契約しているメールアドレスの追加は行えません。
アカウントの追加は複数のメールアドレスをお持ちの場合に行ってください。

1．
Microsoft Entourageを起動します。

2．
メニューバーの【ツール】から【アカウント】を選択します。

3．
『アカウント』の画面が表示されます。
【新規】をクリックします。
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4．
『名前』の画面が表示されます。
次の項目を設定します。
【名前】・・・お客様のお名前やニックネーム

-Microsoft Entourage(Mac OS X) メールアカウントの追加方法-

【名前】 お客様のお名前やニックネ ム
(ここでは例として「Taro Kintetsu」としてあります)
入力しましたら、右矢印をクリックします。

5．
『あなたの電子メールアドレス』の画面が表示されます『あなたの電子メ ルアドレス』の画面が表示されます。
【すでに持っている電子メールアドレスを使う】に
チェックし、次の項目を設定します。
【電子メールアドレス】

・・・お客様のメールアドレス
(変更している場合はそのメールアドレス)
(ここでは例として「#####@m4.kcn.ne.jp」と
してあります)

力 ら 右矢印を す入力しましたら、右矢印をクリックします。

6．
『メールサーバー』の画面が表示されます。
次の項目を設定、入力します。
【電子メールサーバーの種類】・・・POP
【受信メールサーバー】
・・・登録ご案内記載の受信メールサーバー(POP3)名録 案 記載 受信 ( )名
【送信(SMTP)メールサーバー】
・・・登録ご案内記載の送信メールサーバー(SMTP)名
入力しましたら、右矢印をクリックします。
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7．
『アカウントIDおよびパスワード』の画面が表示されま
す。

-Microsoft Entourage(Mac OS X) メールアカウントの追加方法-

す。
次の項目を設定します。
【アカウントID】

・・・登録ご案内記載のPOP3アカウント
【パスワード】

・・・登録ご案内記載の初期パスワード
(●で表示されます)
(変更している場合はそのパスワード)

※パ ワ ドを毎回入力したくな 場合は【 OS※パスワードを毎回入力したくない場合は【MacOS
キーチェーンにパスワードを保存】にチェックします。
入力しましたら、右矢印をクリックします。

8．
『おめでとうございます！』の画面が表示されます。
次の項目を設定します。
【アカウント名】・・・わかりやすい名前を入力
(ここでは例として「追加メールアカウント」としてあり
ます)
入力しましたら 【完了】をクリ クします入力しましたら、【完了】をクリックします。

9．
『アカウント』の画面が表示されます。
設定したメールアカウントが追加されています。
●(クロ ズボタン)をクリ クし 終了します●(クローズボタン)をクリックし、終了します。

以上で「Microsoft Entourage(Mac OS X) アカウント
の追加方法」は終了です。
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1．
【O tl k E 5】アイ ンをダブルクリ クし

OutlookExpress5 (Mac OS 9.x以前) 
初めて起動した場合の設定方法

【Outlook Express 5】アイコンをダブルクリックし、
Outlook Express 5を起動します。

2．
『Outlook Express 設定アシスタント』の画面が表示され
ますます。
ここでは設定アシスタントを使用せずに設定を行います。
クローズボタンをクリックしてください。

3．
メニューバーの【ツール】より【アカウント】を選択します。

4．
『アカウント』の画面が表示されます。
【新規】をクリックし、表示されるメニューより【メール...】
を選択します。
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5．
アカウント設定アシスタントが始まり、『あなたの名前』
の画面が表示されます。

-OutlookExpress5 (Mac OS 9.x以前) 初めて起動した場合の設定方法-

の画面が表示されます。
【表示名：】にお客様のお名前、ニックネームなどを入
力します。
(ここでは例として「Taro Kintetsu」としてあります)
入力しましたら、右矢印をクリックしてください。

6．
『インターネット電子メールアドレス』の画面が表示され
ます。
【すでに持っている電子メールアドレスを使う】にチェック
し、【電子メール アドレス：】にお客様のメールアドレスを
入力します。
(ここでは例として「#####@m4.kcn.ne.jp」としてあります)
入力しましたら、右矢印をクリックしてください。

77．
『電子メール サーバー名』の画面が表示されます。
以下の項目を入力、設定します。
【電子メール サーバーの種類：】…POP
【受信メール(POP、IMAP)サーバー：】

…登録ご案内記載の受信メールサーバー(POP3)名
(ここでは例として「m4.kcn.ne.jp」としてあります)

【送信メール(SMTP)サーバー：】【送信メ ル(SMTP)サ バ ：】
…登録ご案内記載の送信メールサーバー(SMTP)名
(ここでは例として「m4.kcn.ne.jp」としてあります)

入力しましたら、右矢印をクリックしてください。
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8．
『インターネット メール ログオン』の画面が表示されます。
以下の項目を入力します。

-OutlookExpress5 (Mac OS 9.x以前) 初めて起動した場合の設定方法-

以下の項目を入力します。
【アカウントID：】

…登録ご案内記載のPOP3アカウント
【パスワード：】

…登録ご案内記載の初期パスワード
(●で表示されます)
(変更している場合はそのパスワード)

入力しましたら、右矢印をクリックしてください。

9．
『おめでとうございます！』の画面が表示されます。
【アカウント名：】には、わかりやすい任意の名前を入力
してください。
入力しましたら、【完了】をクリックします。

以上で「OutlookExpress5(Mac OS 9.x以前) 初めて起
動した場合の設定方法 は終了です動した場合の設定方法」は終了です。
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OutlookExpress5 (Mac OS 9.x以前) 
アカウントの追加方法

メールソフトの設定でアカウントの追加を行ってもKCNで契約しているメールアドレスの追加は行えません。
アカウントの追加は複数のメールアドレスをお持ちの場合に行ってください。

1．
【Outlook Express 5】アイコンをダブルクリックし、
Outlook Express 5を起動します。

複 合 行 。

2．
メニューバーの【ツール】より【アカウント】を選択します。

3．
『アカウント』の画面が表示されます。
【新規】をクリックします。

44．
アカウント設定アシスタントが始まり、『あなたの名前』
の画面が表示されます。
【表示名：】にお客様のお名前、ニックネームなどを入
力します。
(ここでは例として「Jiro Kintetsu」としてあります)
入力しましたら、右矢印をクリックしてください。
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5．
『インターネット電子メールアドレス』の画面が表示され
ます。

-OutlookExpress5 (Mac OS 9.x以前)アカウントの追加方法-

ます。
【すでに持っている電子メールアドレスを使う】にチェック
し、【電子メール アドレス：】にお客様のメールアドレスを
入力します。
(ここでは例として「#####@m4.kcn.ne.jp」としてあります)
入力しましたら、右矢印をクリックしてください。

6．
『電子メール サーバー名』の画面が表示されます。
以下の項目を入力 設定します以下の項目を入力、設定します。
【電子メール サーバーの種類：】…POP
【受信メール(POP、IMAP)サーバー：】
…登録ご案内記載の受信メールサーバー(POP3)名
(ここでは例として「m4.kcn.ne.jp」としてあります)

【送信メール(SMTP)サーバー：】
…登録ご案内記載の送信メールサーバー(SMTP)名
(ここでは例として「m4.kcn.ne.jp」としてあります)

入力しましたら、右矢印をクリックしてください。

7．
『インターネット メール ログオン』の画面が表示されます『インターネット メール ログオン』の画面が表示されます。
以下の項目を入力します。
【アカウントID：】

…登録ご案内記載のPOP3アカウント
【パスワード：】

…登録ご案内記載の初期パスワード
(●で表示されます)
(変更している場合はそのパスワード)

入力しましたら、右矢印をクリックしてください。
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8．
『おめでとうございます！』の画面が表示されます。

-OutlookExpress5 (Mac OS 9.x以前)アカウントの追加方法-

『おめでとうございます！』 画面が表示されます。
【アカウント名：】には、わかりやすい任意の名前を入力し
てください。
入力しましたら、【完了】をクリックします。

9．
『アカウント』の画面に戻ります。
設定したメールアカウントが追加されています。
□(クローズボタン)をクリックします。

以上で「OutlookExpress5(Mac OS 9.x以前) アカウント
の追加方法」は終了です。
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アクセスポイント 電話番号 接続

全国共通AP 0088 33 2210(アナログ/ISDN) NTT回線

KCN-Netアクセスポイント一覧表

全国共通AP 0088-33-2210(アナログ/ISDN)
ソフトバンクテレコムおとくライン

生駒PIAFS/ISDN AP 0743-72-2490(PIAFS2.0/ISDN) NTTdocomo FOMA64Kデータ通信
NTTdocomo PHS

フレッツISDN 1492(局番なし)
又はNTTより通知される電話番号

NTTフレッツISDN回線

NTT回線
KDDI DODサービス

0077-48-2310(アナログ

/ISDN/PIAFS2.1)

NTT回線
KDDIメタルプラス
ウイルコム端末

au(Packet One64) 9999(局番なし) au cdmaOne携帯電話機

NTTドコモ DoPa 06-4966-5233 DoPa対応電話機

全国共通アクセスポイントは全国どこから(※1)でも市内通話料金(※2)でかけられます。
※1 ＮＴＴ回線、おとくラインからのみ全国よりかけられます（IP電話、直収電話、携帯電話などは不可）
※2 3分8.925円（午後11時～午前8時は、4分8.925円）平成19年3月現在

各APでの通信速度は次の通りです各APでの通信速度は次の通りです。

ISDN(同期のみ) ～64Kbps

アナログ ～56Kbps(V.90 or K56Flex)

PIAFS(2 1 2 0) ～64KbpsPIAFS(2.1, 2.0) 64Kbps

au(PacketOne64) ～64Kbps

NTTドコモ DoPa ～28.8Kbps
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